地域包括支援センター（熱海・伊東圏域）

市町名

地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

所在地

熱海市

熱海地区地域包括支援センター

熱海地区

〒413-0035 熱海市緑ガ丘町9－7

熱海市

南熱海地域包括支援センター

上多賀・下多賀・網代地区

〒413-0102

熱海市

泉・伊豆山地域包括支援センター

泉・伊豆山地区

〒413-0002 熱海市伊豆山717-1

伊東市

宇佐美地域包括支援センター

宇佐美

〒414-0001

月～金：8:30～17：30（12/29～
伊東市宇佐美2405-2 介護
0557-48-0640 0557-48-0641 1/3を除く）
老人保健施設のぞみ併設
土日：なし

伊東市

伊東地域包括支援センター

湯川、松原、岡、鎌田

〒414-0013

伊東市桜木町2-2-3 伊東
市社会福祉協議会内

伊東市

中央地域包括支援センター

玖須美、新井

〒414‐8555 伊東市役所 高齢者福祉課 0557-52‐3003 0557-36-1165 12/29～1/3を除く）

熱海市下多賀817-2 遠藤
マンション103号

伊東市大原2-1-1
内
伊東市荻772-1 特別養護
老人ホーム 奥野苑内

電話番号

FAX番号

受付時間

月～金8:30～17:15
0557-86-0005 0557-86-0032 祝日・年末年始（12/29～1/3)を
除く

0557-67-7600

月～金8:30～17:15
0557-68-3800 祝日・年末年始（12/29～1/3)を
除く

月～金8:30～17:15
0557-80-5566 0557-80-5607 祝日・年末年始（12/29～1/3)を
除く

月～金：8:30～17:15（祝日・
0557-38-4165 0557-36-1199 12/29～1/3を除く）
土日：なし
月～金：8:30～17:15（祝日・
土日：なし
月～金：8:30～17:30(12/29～
0557-38-8801 0557-38-2205 1/3を除く）
土日：なし

伊東市

小室地域包括支援センター

川奈、吉田、荻、十足

〒414-0053

伊東市

対島地域包括支援センター

富戸、八幡野、池、赤沢

〒413-0232 別養護老人ホーム 伊豆高 0557-55-2872 0557-55-0557 12/29～1/3を除く）

伊東市八幡野1028－4 特
原十字の園内

月～金：8:30～17:30（祝日・
土日：なし

地域包括支援センター（中東遠圏域）

市町名

地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

所在地

電話番号

FAX番号

受付時間

磐田市

磐田市城山・向陽地域包括支援センター

向陽中学校区、城山中学校区 〒438-0086 磐田市見付2510-4

月～金：8：30～17：15
0538-36-4865 0538-36-4603 土・日・祝日・年末年始（12/29～
1/3）を除く

磐田市

磐田市中部地域包括支援センター

磐田第一中学校区、神明中学校区 〒438-0077 磐田市国府台57-7

月～金：8：30～17：15
0538-37-1060 0538-37-0550 土・日・祝日・年末年始（12/29～
1/3）を除く

磐田市

磐田市竜洋地域包括支援センター

竜洋中学校区

〒438-0292 磐田市岡729-1

月～金：8：30～17：15
0538-66-9221 0538-66-9222 土・日・祝日・年末年始（12/29～
1/3）を除く

磐田市

磐田市豊岡地域包括支援センター

豊岡中学校区

〒438-0195 磐田市下野部48

月～金：8：30～17：15
0539-63-0500 0539-63-0505 土・日・祝日・年末年始（12/29～
1/3）を除く

磐田市

磐田市豊田地域包括支援センター

豊田中学校区、豊田南中学校区 〒438-8601 磐田市森岡150

月～金：8：30～17：15
0538-36-1300 0538-36-1301 土・日・祝日・年末年始（12/29～
1/3）を除く

磐田市

磐田市福田地域包括支援センター

福田中学校区

〒437-1292 磐田市福田400

月～金：8：30～17：15
0538-58-3242 0538-58-3243 土・日・祝日・年末年始（12/29～
1/3）を除く

磐田市

磐田市南部地域包括支援センター

南部中学校区

〒438-0051 磐田市上大之郷51

月～金：8：30～17：15
0538-36-8900 0538-36-8001 土・日・祝日・年末年始（12/29～
1/3）を除く

掛川市

掛川市中部地域包括支援センター

掛川第三、掛川第四、
掛川第五、曽我、
西南郷、南郷、上内田地区

〒436-0030 掛川市杉谷南1-1-30

0537-21-1338 0537-62-0439

月～金：8:30～17:15 木：8：30
～19：00
祝祭日・年末年始（12/29～1/3）
を除く

市町名

地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

所在地

電話番号

FAX番号

受付時間

掛川市

掛川市西部地域包括支援センター

桜木、原泉、西郷、和田岡、
原谷、原田地区

〒436-0222 掛川市下垂木1270－2

0537-23-8669 0537-28-9659

月～金：8:30～17:15 木：8：30
～19：00
祝祭日・年末年始（12/29～1/3）
を除く

掛川市

掛川市東部地域包括支援センター

掛川第一、掛川第二、
西山口、東山口、日坂、
東山、粟本、城北、倉真地区

〒436-0083 掛川市薗ヶ谷881-1

0537-61-5050 0537-61-1012

月～金：8:30～17:15 木：8：30
～19：00
祝祭日・年末年始（12/29～1/3）
を除く

掛川市

掛川市南部大東地域包括支援センター

大東区域

〒437-1491 掛川市三俣620

月～金：8:30～17:15
0537-72-6640 0537-72-6677 祝祭日・年末年始（12/29～1/3）
を除く

掛川市

掛川市南部大須賀地域包括支援センター

大須賀区域

〒437-1393 掛川市西大渕100

月～金：8:30～17:15
0537-48-5370 0537-48-1013 祝祭日・年末年始（12/29～1/3）
を除く

袋井市

袋井北部地域包括支援センター

今井地区・三川地区・
山名地区・袋井東二

〒437-0121 袋井市宇刈850番地の1

0538-48-5335 0538-48-5366

月～金8：30～17：30
（年末年始(12/29～1/3）を除く）

袋井市

袋井中部地域包括支援センター

袋井東一地区・袋井西地区
（田原地区を除く）・袋井北地
区

〒437-0061 袋井市久能2891番地

0538-43-0326 0538-43-0327

月～金8：30～17：30
（年末年始(12/29～1/3）を除く）

袋井市

袋井南部地域包括支援センター

袋井南地区・高南地区・田原地区 〒437-0013 袋井市新屋1-2-1

月～金8：30～17：15
0538-42-7939 0538-42-7970 （祝日・年末年始(12/29～1/3）
を除く）

袋井市

浅羽地域包括支援センター

笠原地区・浅羽地区

〒437-1101 袋井市浅羽4140番地

0538-23-0780 0538-23-0781

御前崎市全域

〒437-1692 御前崎市池新田5585

月～金：8:15～17:00
0537-85-1167 0537-85-1142 土,日,祝日,年末年始(12/29～
1/3)を除く

御前崎市 御前崎市地域包括支援センター

月～土8：15～17：15
（年末年始(12/29～1/3）を除く）

市町名

地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

所在地

電話番号

FAX番号

受付時間

月～金：8：15～17：00、水：8：15
～19：00、土・日・祝・年末年始
（12/29～1/3）：休み、※時間外
は携帯電話にて対応

菊川市

菊川市地域包括支援センター

菊川市全域

〒439-0019 菊川市半済1865

0537-37-1120 0537-37-1113

森 町

森町地域包括支援センター

森町全域

〒437-0215 周智郡森町森50番地の1

月～金：8:30～17:15
0538-85-6341 0538-85-1294 土、日、祝日、年末年始（12/29
～1/3）を除く

地域包括支援センター（富士圏域）

市町名

地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

所在地

電話番号

FAX番号

受付時間

富士宮市 富士宮市地域包括支援センター

富士宮市全域

〒418-8601 富士宮市弓沢町150番地

月～金：8:30～17:15
0544-22-1591 0544-22-1203 土・日・祝日・年末年始（12/29～
1/3）を除く

富士宮市 富士宮市北部地域包括支援センター

上井出、北山、白糸、上野

〒418-0103 富士宮市上井出1285-1

月～金：8:30～17:15
0544-54-1092 0544-54-1350 土・日・祝日・年末年始（12/29～
1/3）を除く

富士宮市 富士宮市富士根地域包括支援センター

富士根北、富士根南

〒418-0022 富士宮市小泉1854-3

月～金：8:30～17:15
0544-21-3611 0544-21-3612 土・日・祝日・年末年始（12/29～
1/3）を除く

富士宮市 富士宮市南部地域包括支援センター

大宮中、大宮東の一部

〒418-0076 富士宮市錦町1-14

月～金：8:30～17:15
0544-21-4848 0544-21-9144 土・日・祝日・年末年始（12/29～
1/3）を除く

富士宮市 富士宮市中部地域包括支援センター

大富士、富丘

〒418-0041 富士宮市淀川町35-15

月～金：8:30～17:15
0544-29-7808 0544-29-7761 土・日・祝日・年末年始（12/29～
1/3）を除く

富士宮市 富士宮市西部地域包括支援センター

大宮西、芝川

〒419-0303 富士宮市大鹿窪143-1

月～金：8:30～17:15
0544-67-0001 0544-67-0009 土・日・祝日・年末年始（12/29～
1/3）を除く

富士市全域

〒417-8601 富士市永田町一丁目100番地 0545-55-2951 0545-55-2920 土日祝日年末年始（12/29～

月～金：8:30～17:15
富士市

富士市高齢者地域包括支援センター

1/3）を除く

市町名

地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

富士市

富士市東部地域包括支援センター

須津・浮島・元吉原

富士市

富士市吉原中部地域包括支援センター

神戸・富士見台・原田・吉永・吉永北 〒417-0847

富士市

富士市北部地域包括支援センター

富士市

所在地

〒417-0816 富士市増川新町12-1

電話番号

FAX番号

受付時間

月～金：8:30～17:30
0545-39-1300 0545-39-1301 土日祝日年末年始（12/29～
1/3）を除く

富士市比奈1481-2

月～金：8:30～17:30
0545-39-2700 0545-39-2701 土日祝日年末年始（12/29～
1/3）を除く

大淵・青葉台・広見

〒417-0808 富士市一色218-10

月～金：8:30～17:30
0545-23-0303 0545-21-8828 土日祝日年末年始（12/29～
1/3）を除く

富士市鷹岡地域包括支援センター

鷹岡・天間・丘

〒419-0202 富士市久沢475-1

月～金：8:30～17:30
0545-30-7062 0545-30-7082 土日祝日年末年始（12/29～
1/3）を除く

富士市

富士市吉原西部地域包括支援センター

今泉・吉原・伝法

〒417-0071 富士市国久保1-11-36

月～金：8:30～17:30
0545-30-8324 0545-32-6848 土日祝日年末年始（12/29～
1/3）を除く

富士市

富士市富士北部地域包括支援センター

岩松・岩松北・富士駅北・富士北 〒416-0904 富士市本市場新田24-5

月～土：8:30～17:30
0545-66-0115 0545-66-5155 土日祝日年末年始（12/29～
1/3）を除く

富士市

富士市富士南部地域包括支援センター

富士駅南・富士南・田子浦

〒416-0923 富士市横割本町2-17

月～金：8:30～17:30
0545-65-8839 0545-65-8837 土日祝日年末年始（12/29～
1/3）を除く

富士市

富士市富士川地域包括支援センター

富士川・松野

〒421-3305 富士市岩淵137-1

月～金：8:30～17:30
0545-81-4820 0545-81-4808 土日祝日年末年始（12/29～
1/3）を除く

地域包括支援センター（賀茂圏域）

市町名

下田市

地域包括支援センター

下田市地域包括支援センター

東伊豆町 東伊豆町地域包括支援センター

河津町

河津町地域包括支援センター

南伊豆町 南伊豆町地域包括支援センター

松崎町

松崎町地域包括支援センター

西伊豆町 地域包括支援センターにしいず

担当区域

郵便番号

所在地

電話番号

FAX番号

受付時間

月～金8：30～17：15
（祝日、年末年始除く）

下田市全域

〒415-8501 下田市東本郷1-5-18

0558-36-4146 0558-22-1030

東伊豆町全域

〒413-0411 賀茂郡東伊豆町稲取3354

月～金：8:30～17:15
0557-95-1106 0557-95-5691 土日・祝日・年末年始（12/29～
1/3）除く

河津町全域

〒413-0595 賀茂郡河津町田中212-2

0558-34-1938 0558-34-1811

南伊豆町全域

〒415-0304 賀茂郡南伊豆町加納790番地

月～金：8:30～17:15
0558-36-3335 0558-36-3336 土日・祝日・年末年始（12/29～
1/3）除く

松崎町全域

〒410-3696 賀茂郡松崎町宮内301番地の1

月～金：8:15～17:00
0558-42-3966 0558-42-3184 土日・祝日・年末年始（12/29～
１/3）除く

西伊豆町全域

〒410-3514 賀茂郡西伊豆町仁科393番地

0558-52-3030 0558-52-3210

月～金：8:15～17:00
土日祭日：なし

月～金：8:15～17:00
土日祭日：なし

地域包括支援センター（西部圏域）

市町名

地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

所在地

電話番号

FAX番号

浜松市

地域包括支援センター元浜

北，曳馬

〒430-0942 浜松市中区元浜町356

浜松市

地域包括支援センター鴨江

西，県居，江西

〒432-8023 浜松市中区鴨江三丁目70-27 053-456-3362 053-452-6105

浜松市

地域包括支援センター佐鳴台

城北，佐鳴台

〒432-8021

浜松市

地域包括支援センター和合

富塚，萩丘（住吉・和合）

浜松市

地域包括支援センター板屋

浜松市

浜松市

浜松市中区佐鳴台三丁目
35-21

053-479-1215 053-479-1219

受付時間

月～金8：30～17:15
祝日、年末年始を除く

月～土8:30～17:30
12/29～1/3除く

053-448-0201 053-448-0223

月～土8：30～17：15
祝日、12/29～1/3を除く

〒433-8125 浜松市中区和合町555

053-475-5560 053-475-5562

月～金8:30～17：15
祝祭日、12/29～1/3を除く

中央，アクト，江東，駅南

〒430-0928 浜松市中区板屋町697

053-456-5600 053-458-1163

月～土8：30～17：30
12/29～1/3を除く

地域包括支援センター高丘

萩丘（萩丘中，葵・高丘）

〒433-8117 浜松市中区高丘東四丁目43番11号 053-420-6330 053-420-6331

地域包括支援センターありたま

積志

〒431-3122 浜松市東区有玉南町1436

月～金8：30～17:15
祝祭日、12/29～1/3を除く

月～金8:30～17:30,土8:30～
053-434-7899 053-433-5555 12:30
祝日、年末年始を除く

市町名

地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

所在地

電話番号

FAX番号

受付時間

浜松市

地域包括支援センターさぎの宮

長上，笠井

〒435-0056 浜松市東区小池町38-1

053-432-5151 053-432-5188 月～日8:30～17:30

浜松市

地域包括支援センターあんま

中ノ町，和田，蒲

〒435-0012 浜松市東区安間町55-8

053-423-2701 053-423-1263

月～土8：30～17:30
祝祭日、１2/29～1/3を除く

浜松市

地域包括支援センター大平台

入野，篠原

〒432-8068

浜松市西区大平台一丁目
34-30

053-485-2800 053-485-2990

月～土8：30～17:30
12/29～1/3を除く

浜松市

地域包括支援センター和地

庄内，和地，伊佐見

〒431-1103 浜松市西区大山町2893-1

053-437-2001 053-437-2022

月～金8：30～17:15
12/30～1/3を除く

浜松市

地域包括支援センター雄踏

舞阪，雄踏，神久呂

〒431-0102

浜松市西区雄踏町宇布見
4080-4

053-597-0022 053-597-0023

月～土8：30～17：15
祝日、12/29～1/3を除く

浜松市

地域包括支援センター新津

新津，可美

〒432-8053 浜松市南区法枝町248-3

053-444-3333 053-444-3335

月～土8:30～17:15
祝日、12/31～1/3を除く

浜松市

地域包括支援センター芳川

芳川，河輪，五島

〒435-0033 浜松市南区石原町739

053-426-1503 053-426-1513

月～土8:30～17:30
5/3～5/5・12/29～1/3を除く

浜松市

地域包括支援センター三和

白脇，飯田

〒435-0038 浜松市南区三和町242－1

053-462-1011 053-462-1015

月～土8：30～17：30
12/31～1/3を除く

市町名

地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

所在地

電話番号

FAX番号

受付時間

浜松市

地域包括支援センター三方原

都田，新都田，三方原

〒431-2103

浜松市北区新都田五丁目
12－21

月～金8:30～17:30,土8:30～
053-428-6333 053-428-5560 12:30
12/29～1/3を除く

浜松市

地域包括支援センター細江

細江，引佐，三ケ日

〒431-2212

浜松市北区引佐町井伊谷
2569

053-528-2288 053-542-2839

月～金8:30～17:15
祝日、12/29～1/3を除く

浜松市

地域包括支援センター北浜

北浜

〒434-0023 浜松市浜北区高薗208-2

053-584-2733 053-584-2755

月～金8:30～17:15
祝日、12/29～1/3を除く

浜松市

地域包括支援センターしんぱら

浜名，麁玉

〒434-0003 浜松市浜北区新原4092-2

053-584-1090 053-585-7850

月～土8：30～17:30
祝日、12/29～1/3を除く

浜松市

地域包括支援センター於呂

中瀬，赤佐

〒434-0015 浜松市浜北区於呂2519-2

053-588-5600 053-588-5601

月～金8：30～17：30
祝日、12/29～1/3を除く

浜松市

地域包括支援センター天竜

天竜，春野

〒431-3313

浜松市天竜区二俣町二俣
2396-56

053-925-0034 053-925-0033

月～金8：30～17:30
祝日、12/30～1/3を除く

浜松市

地域包括支援センター北遠中央

佐久間，水窪，龍山

〒431-3803

浜松市天竜区龍山町戸倉
711-2

053-969-0088 053-969-0089

月～土8：30～17:30
祝日、12/29～1/3を除く

湖西市

湖西市地域包括支援センター恵翔苑

鷲津中学校区（郷南郷北、
三ツ谷、あけぼの含む）

〒431-0301

湖西市新居町中之郷3636月～金 8:30～17:30
053-595-1114 053-595-1115
21
(祝日、12/29～1/3までを除く）

市町名

地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

所在地

湖西市

湖西市地域包括支援センター湖西白萩

湖西中学校区（大森・岡崎・
〒431-0404 湖西市太田450-1
梅田含む）

湖西市

湖西市地域包括支援センター燦光

新居中学校区

湖西市

湖西市地域包括支援センター光湖苑

岡崎中学校区・白須賀中学
湖西市新所岡崎梅田入会
〒431-0423
校区（市場・山口・坊瀬含む）
地17-20

電話番号

FAX番号

受付時間

053-573-2050 053-573-2055

月～金 8:30～17:30
（祝日、12/29～1/3までを除く）

〒431-0302 湖西市新居町新居1800－1 053-594-7474 053-594-5867

月～土：8:30～17:30
（祝日、12/30～1/3までを除く）

053-577-5455 053-577-4555

月～金 8:30～17:30
（祝日、12/30～1/3までを除く）

地域包括支援センター（志太榛原圏域）

市町名

地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

所在地

電話番号

FAX番号

受付時間

島田市

島田市第一・北中学校区地域包括支援センター 島田第一中学校区、北中学校区 〒427-0047 島田市中溝町1714番地の1

月～金：8:30～17:15
0547-33-0882 0547-34-2358 土日祝日年末年始（12/29～
1/3）を除く

島田市

島田市第二中学校区地域包括支援センター 島田第二中学校区

〒427-0041 島田市中河町283番地の1

月～金：8:30～17:15
0547-34-3240 0547-34-3289 土日祝日年末年始（12/29～
1/3）を除く

島田市

島田市六合中学校区地域包括支援センター 六合中学校区

〒427-0019 島田市道悦五丁目13-3

月～金：8:30～17:15
0547-32-9699 0547-32-9965 土日祝日年末年始（12/29～
1/3）を除く

島田市

島田市初倉中学校区地域包括支援センター 初倉中学校区

〒427-0111 島田市阪本1336番地の1

月～金：8:30～17:15
0547-30-0617 0547-38-0637 土日祝日年末年始（12/29～
1/3）を除く

島田市

島田市金谷中学校区地域包括支援センター 金谷中学校区

〒428-0008 島田市竹下470番地の2

月～金：8:30～17:15
0547-45-5610 0547-47-0588 土日祝日年末年始（12/29～
1/3）を除く

島田市

島田市川根中学校区地域包括支援センター 川根中学校区

〒428-0104 島田市川根町家山4153-6

月～金：8:30～17:15
0547-58-0321 0547-53-3116 土日祝日年末年始（12/29～
1/3）を除く

焼津市

焼津市北部地域包括支援センター

〒425-0088 焼津市大覚寺3-2-2

月～金：8:30～17:15
054-626-3219 054-626-3197 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く

第6、７、８、９、１０、
１５、１６、17自治会

市町名

地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

所在地

電話番号

FAX番号

受付時間

焼津市

焼津市中部地域包括支援センター

第１、２、３、４、５、
１１、１２、１３自治会

〒425-0036 焼津市西小川5-6-2

月～金：8:30～17:15
054-626-8811 054-620-8303 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く

焼津市

焼津市南部地域包括支援センター

第１４、１８、１９、２０、
２１、２２、２３自治会

〒425-0045 焼津市祢宜島602-2

月～金：8:30～17:15
054-656-3322 054-656-3333 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く

焼津市

焼津市大井川地域包括支援センター

大井川地区内各自治会

〒421-0205 焼津市宗高572-1

月～金：8:30～17:15
054-664-2700 054-662-0034 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く

藤枝市

藤枝市地域包括支援センター開寿園

葉梨/広幡

〒426-0213 藤枝市中ノ合252-1

月～金：8:30～17:30
054-638-2253 054-638-2414 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く

藤枝市

藤枝市地域包括支援センター第２開寿園

青島地区の一部/大洲地区の一部 〒426-0063

藤枝市

藤枝市地域包括支援センターふじトピア

西益津地区/藤枝地区の一部 〒426-0204 藤枝市時ヶ谷417-2

藤枝市

藤枝市地域包括支援センター社会福祉協議会 青島地区の一部

藤枝市

藤枝市地域包括支援センターグリーンヒルズ藤枝 瀬戸谷/稲葉/藤枝地区の一部 〒426-0133 藤枝市宮原244－1

藤枝市青南町1-12-13

〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋83-6

月～金：8:30～17:30
054-634-0232 054-636-7202 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く
月～金：8:30～17:30
054-638-5259 054-638-5255 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く
月～金：8:30～17:15
054-643-3526 054-643-3544 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く
月～金：8:30～17:00
054-639-1212 054-639-0800 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く

市町名

地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

所在地

電話番号

FAX番号

受付時間

藤枝市

藤枝市地域包括支援センター愛華の郷

高洲/大洲地区の一部

〒426-0044 藤枝市大東町58

月～金：8:30～17:30
054-634-1133 054-634-1234 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く

藤枝市

藤枝市地域包括支援センター亀寿の郷

岡部地区全域

〒421-1131 藤枝市岡部町内谷1334－4

月～金：8:30～17:30
054-667-5001 054-667-2229 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く

榛原地区

〒421-0422 牧之原市静波991番地1

0548-22-8822 0548-23-0099

相良地区

〒421-0592 牧之原市相良275番地

月・火・木・金：8:15～17:00 水
8:15～19:00
0548-53-1900 0548-53-2889
時間外及び土日祝日は24時間
支援体制

吉田町全域

〒421-0303 榛原郡吉田町片岡795－1

月～金：8:15～17:00
0548-33-2323 0548-33-2606 祝日・年末年始(12/29～1/3)を
除く

〒428-0313 榛原郡川根本町上長尾627

月～金：8:15～17:00 祝日・年末
年始（12/29～1/3）を除く
0547-56-2225 0547-56-1117
ただし、虐待及び緊急受付は24
時間対応

牧之原市 牧之原市地域包括支援センターオリーブ

牧之原市 牧之原市地域包括支援センターさがら

吉田町

吉田町地域包括支援センター

川根本町 川根本町地域包括支援センター

川根本町全域

月・火・木・金：8:15～17:15 水
8:15～19:00
時間外及び土日祝日は24時間
支援体制

地域包括支援センター（静岡圏域）

市町名

地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

所在地

電話番号

FAX番号

受付時間

静岡市

地域包括ケア推進本部地域支え合い推進係 静岡市全域

〒420-8602 静岡市葵区追手町5番１号

月～金：8:30～17:15
054-221-1203 054-221-1577 祝日年末年始（12/28～1/3）を
除く

静岡市

葵区城西地域包括支援センター

駒形、新通、田町

〒420-0042 葵区駒形通四丁目11-15

月～金：8：30～17：30
054-204-3335 054-204-3336 祝日・年末年始（12/30～1/3）を
除く

静岡市

葵区安西番町地域包括支援センター

安西、番町

〒420-0011 葵区安西三丁目20

月～金：8：30～17：30
054-204-2626 054-204-2627 祝日・年末年始（12/30～1/3）を
除く

静岡市

葵区城東地域包括支援センター

葵、安東

〒420-0882 葵区安東二丁目13-1

月～金：8：30～17：30
054-295-9993 054-295-9773 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く

静岡市

葵区伝馬町横内地域包括支援センター

伝馬町、横内

〒420-0834

静岡市

葵区城北地域包括支援センター

麻機、竜南、城北

〒420-0804 葵区竜南二丁目1-38

静岡市

葵区千代田地域包括支援センター

千代田、千代田東

〒420-0803 葵区千代田七丁目4－12－2 054-261-8261 054-261-8262 祝日・年末年始（12/30～1/3）を

月～金：8：30～17：15
葵区音羽町7－18KGMビル
054-207-8111 054-207-8112 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
103号
除く
月～金：8：30～17：15
054-292-6450 054-292-6280 祝日・年末年始（12/30～1/4）を
除く
月～金：8:30～17:30
除く

静岡市

葵区長尾川地域包括支援センター

北沼上、西奈南、西奈

〒420-0911

葵区瀬名一丁目16-8
ロジュマン２１ １－Ａ号室

月～金：8:30～17:30
054-265-9511 054-265-9512 祝日・年末年始（12/30～1/3）を
除く

市町名

地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

所在地

電話番号

FAX番号

受付時間

足久保、美和、安倍口

月～金：8：30～17：30 土：8:30
葵区与左衛門新田74-6（楽
～12：30
〒421-2115
054-296-1100 054-296-9355
寿の園内）
祝日・年末年始（12/31～1/3）を
除く

葵区賤機地域包括支援センター

井宮、井宮北、賤機南

〒420-0871 葵区昭府二丁目7-17

月～金：8:30～17:30 土：8:30～
12：30
054-251-7772 054-251-7773
祝日・年末年始（12/31～1/3）を
除く

静岡市

葵区安倍地域包括支援センター

梅ヶ島、大河内、玉川、松
野、賤機北、賤機中

〒421-2103 葵区俵沢38-1

月～金：8:30～17:30 土：8:30～
12：30
054-294-8400 054-294-8411
祝日・年末年始（12/31～1/3）を
除く

静岡市

葵区服織地域包括支援センター

服織西、南藁科、服織

〒421-1215

月～金：8:30～17:30
葵区羽鳥六丁目4-3（スニッ
054-659-8585 054-659-8587 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
プビル1階）
除く

静岡市

葵区藁科地域包括支援センター

大川、清沢、中藁科

〒421-1311

月～金：8：30～17：30
葵区富沢1542-46（ラポーレ
054-270-1804 054-270-1713 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
駿河内）
除く

静岡市

駿河区小鹿豊田地域包括支援センター

東源台、東豊田、西豊田

〒422-8021

月～金：8：30～17：30 土・祝日：
駿河区小鹿一丁目1-24（小
054-284-0284 054-284-1286 8：30～17：30
鹿苑内）
年末年始（12/29～1/3）を除く

静岡市

駿河区八幡山地域包括支援センター

森下、富士見

〒422-8032 駿河区有東二丁目12-10

静岡市

駿河区大谷久能地域包括支援センター

大谷、久能

〒422-8011

静岡市

静岡市

葵区美和地域包括支援センター

駿河区根古屋289-1（久能
の里内）

月～金：8：30～17：30
054-202-6677 054-286-9888 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く
月～金：8：30～17：15
054-236-0778 054-236-0776 祝日・年末年始（12/30～1/4）を
除く

市町名

地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

所在地

駿河区中野新田349-1（エ
ン・フレンテ内）

電話番号

FAX番号

受付時間

月～金：8：30～17：30
054-280-4970 054-289-2274 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く

静岡市

駿河区大里中島地域包括支援センター

大里西、中島

〒422-8051

静岡市

駿河区大里高松地域包括支援センター

中田、大里東、宮竹、南部

〒422-8033 駿河区登呂五丁目9-22

月～金：8:30～17:30
054-203-3385 054-203-3422 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く

静岡市

駿河区長田地域包括支援センター

長田東、長田南、川原

〒421-0115 駿河区みずほ二丁目12-７

月～金：8：30～17：15
054-268-5080 054-257-7257 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く

静岡市

駿河区丸子地域包括支援センター

長田北、長田西

〒421-0103 駿河区丸子二丁目４-16

月～金：8：30～17：15
054-270-8720 054-270-8721 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く

静岡市

清水区港北地域包括支援センター

辻、江尻、袖師

〒424-0814

月～金：8:30～17:30
清水区本郷町5-8 セブンス
054-371-0296 054-371-0315 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
ターマンション1階
除く

静岡市

清水区興津川地域包括支援センター

興津、小島

〒424-0201

月～金：8：30～17：30
清水区承元寺町1341（白扇
054-369-3482 054-369-5361 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
閣内）
除く

静岡市

清水区両河内地域包括支援センター

両河内

〒424-0403 清水区和田島６８８

静岡市

清水区港南地域包括支援センター

入江、浜田、清水

〒424-0826

清水区万世町一丁目1-30
（巴の園内）

月～金：9：00～18：00
054-343-1515 054-343-1515 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く
月～金：8：30～17：30
054-355-0700 054-355-0701 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く

市町名

地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

所在地

電話番号

FAX番号

受付時間

月～金：8：30～17：30
054-376-6651 054-376-6652 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く

静岡市

清水区岡船越地域包括支援センター

岡、船越

〒424-0866 清水区船越一丁目１－１

静岡市

清水区高部地域包括支援センター

高部

〒424-0009

静岡市

清水区飯田庵原地域包括支援センター

飯田、庵原

〒424-0006 清水区石川本町5-7

静岡市

清水区松原地域包括支援センター

不ニ見、駒越、折戸、三保

〒424-0911 清水区宮加三１９番１号エルヴァスB 054-337-0500 054-337-0533 祝日・年末年始（12/29～1/3）を

清水区柏尾387-2（柏尾の
里内）

月～土：8：30～17：30
054-347-5271 054-347-5273 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く
月～金：9：00～18：00
054-364-6631 054-364-6681 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く
月～金：8：30～17：30
除く

静岡市

清水区有度地域包括支援センター

有度

〒424-0064 清水区長崎新田296-5

静岡市

清水区蒲原由比地域包括支援センター

蒲原・由比

〒421-3203

静岡市

葵区城東地域包括支援センター（井川相談窓口） 井川

月～土：8：30～17：30
054-344-7721 054-344-7730 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
除く

月～金：8：30～17：30
清水区蒲原721-4(白銀すこ
054-385-5595 054-385-0017 祝日・年末年始（12/29～1/3）を
やかセンター内）
除く
葵区井川1133-2（静岡市井

月～金：8:30～17：30

〒428-0504 川高齢者生活福祉センター 054-260-2227 054-260-2228 祝日・年末年始（12/29～1/3）を

内）※窓口機能のみ

除く
月～金：8:30～17：30

静岡市

清水区蒲原由比地域包括支援センター（由比相談窓口）

蒲原・由比

〒421-3104 清水区由比北田450※窓口機能のみ 054-376-0417 054-376-0416 祝日・年末年始（12/29～1/3）を

除く

地域包括支援センター（駿東田方圏域）

市町名

地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

所在地

電話番号

FAX番号

受付時間

沼津市

沼津市基幹型地域包括支援センター

沼津市全域

〒410-8601 沼津市御幸町16-1

055-934-4865 055-935-0335

月～金：8:30～17:15
*土・日・祝日・年末年始（12/29～１/３）除く

沼津市

はら地域包括支援センター

浮島・原

〒410-0312 沼津市原1200-3

055-969-4055 066-968-4511

月～土：8:00～17:00
*日・年末年始（12/31～1/3）除く

沼津市

あしたか地域包括支援センター

愛鷹

〒410-0302 沼津市東椎路1742-1

055-967-2988 055-967-2966

月～土：8:00～17:00
*日・年末年始（12/29～1/3）除く

沼津市

片浜・今沢地域包括支援センター

片浜・今沢

〒410-0874 沼津市松長12-3

055-969-7050 055-968-2177

月～土：8:00～17:00
*日・年末年始（12/29～1/3）除く

沼津市

かなおか地域包括支援センター

金岡

〒410-0007 沼津市西沢田431-11

055-921-2022 055-924-2189

月～金：8:30～17:15
*土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）除く

沼津市

かどいけ地域包括支援センター

門池

〒410-0011 沼津市岡宮1147-8

055-939-6700 055-939-6710

月曜～土曜（日・祝日、12/30～1/3を除く）
8：30～17：30

沼津市

きせがわ地域包括支援センター

大岡

〒410-0022 沼津市大岡1155

055-954-0755 055-954-0006

月～金：8:30～17:30、土：8:30～12:30
*日・祝日・年末年始（12/29～1/3）除く

沼津市

千本地域包括支援センター

第一・第二・片浜の一部

〒410-0867 沼津市本字千本1910-206

055-962-5932 055-962-5348

月～土：8:30～17:15
*日・祝日・年末年始（12/29～1/3）除く

沼津市

第五地域包括支援センター

第五

〒410-0048 沼津市新宿町19-1

055-939-8022 055-939-8021

月～金：8:30～17:30
*土・日・祝日・年末年始（12/29～1/３）除く

市町名

地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

所在地

電話番号

FAX番号

受付時間

沼津市

かぬき地域包括支援センター

香貫・大平・第三の一部

〒410-0822 沼津市下香貫猪沼981-2

055-933-3671 055-934-7322

月～金：8:30～17:00
*土・日・祝日・年末年始（12/30～1/3）除く

沼津市

第三・第四地域包括支援センター

第三・第四

〒410-0835 沼津市西島町19-1

055-941-6605 055-941-6658

月～金：8:30～17:00
*土・日・祝日・年末年始（12/30～1/3）除く

沼津市

三浦・戸田地域包括支援センター

静浦・内浦・西浦・戸田

〒410-0225 沼津市内浦重須627-7

055-919-5571 055-919-3949

月～土：8:30～17:30
*日・年末年始（12/29～1/3）除く

沼津市

三浦・戸田地域包括支援センター戸田出張所 戸田

〒410-3402

三島市

地域包括支援センター三島

旧市内

〒411-8666 三島市北田町4-47

055-983-2689 055-975-3159

月～金：8：30～17:15
土・日・祝日・12/29～1/3を除く

三島市

三島市中郷地区地域包括支援センター

中郷地区

〒411-0816 三島市梅名578

055-984-3777 055-984-3778

月～金：8：30～17：30
土・日・祝日・12/29～1/3を除く

三島市

三島市北上地区地域包括支援センター

北上地区

〒411-0047 三島市佐野1205-3

055-989-6500 055-989-7005

月～土：8：30～17：30
日・12/30～1/3を除く

三島市

三島市錦田地区地域包括支援センター

錦田地区

〒411-0801 三島市谷田字藤久保2276

055-975-2424 055-975-2425

月～金：8:30～17:15
土・日・祝日・12/29～1/3を除く

〒412-0028 御殿場市御殿場184-1

0550-84-5950 0550-70-6001

月～金（年末年始（12/31～1/3）除く）
8:30～17:30 土日・夜間電話対応可

御殿場地区（御殿場・深沢・
御殿場市 御殿場市地域包括支援センター 御殿場十字の園 東田中・鮎沢・二枚橋・栢ノ木・
西田中・北久原・仁杉）

沼津市戸田916－2（窓口機能
月～土：8:30～17:15
055-919-5571 0558-94-3270
のみ）
*日・祝日・年末年始（12/29～１/３）除く

市町名

地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

所在地

電話番号

FAX番号

受付時間

御殿場市 御殿場市地域包括支援センター さくら通り

御殿場地区（東山・二の岡・
新橋・湯沢・萩原・永原）

〒412-0042 御殿場市萩原1180-6

0550-70-3331 0550-70-3340

月～金（年末年始（12/31～1/3）除く）
8:30～17:30 土日・夜間電話対応可

御殿場市 御殿場市地域包括支援センター 菜の花

玉穂地区・高根地区

〒412-0042 御殿場市萩原988-1

0550-70-6804 0550-89-5501

月～金（祝日・年末年始（12/29～1/3）除く）
8:30～17:15 土日・祝日・夜間電話対応可

御殿場市 御殿場市地域包括支援センター あすなろ

原里地区・印野地区

〒412-0044 御殿場市杉名沢131-1

0550-89-7929 0550-88-0028

月～金、（祝日・年末年始（12/31～1/3）除く）
8:30～17:30 土日・祝日・夜間電話対応可

御殿場市 御殿場市地域包括支援センター 富岳

富士岡地区

〒412-0033 御殿場市神山1925-1193

0550-87-6873 0550-87-7122

月～金（祝日、年末年始（12/29～1/3）除く
8:00～17:00 土日・祝日・夜間電話対応可

〒410-1118 裾野市佐野1466-1

055-995-1288 055-993-1566

月～金：8:00～17:00
（これ以外の曜日・時間でも電話対応可）

裾野市

裾野市地域包括支援センター

裾野市西地区・東地区

裾野市

裾野市北部地域包括支援センター

裾野市深良地区・富岡地区・須山地区 〒410-1117 裾野市石脇524-1

055-930-5800 055-993-5909

月～金：8：30～17：15
（祝日、年末年始除く）

伊豆市

伊豆市修善寺地区地域包括支援センター

修善寺地区

〒410-2413 伊豆市小立野６６-１

0558-99-9301 0558-99-9302

月～金：8:30～17:15
土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）除く

伊豆市

伊豆市土肥地区地域包括支援センター

土肥地区

〒410-3302 伊豆市土肥670-2

0558-98-3001 0558-98-3002

月～金：8:30～17:15
土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）除く

伊豆市

伊豆市天城湯ヶ島地区地域包括支援センター 天城湯ヶ島地区

〒410-3205 伊豆市湯ヶ島161-1

0558-85-0570 0558-85-0571

月～金：8:30～17:15
土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く

市町名

伊豆市

地域包括支援センター

伊豆市中伊豆地区地域包括支援センター

担当区域

郵便番号

所在地

電話番号

FAX番号

中伊豆地区

〒410-2505 伊豆市八幡500-1

0558-83-5488 0558-83-0228

伊豆の国市 伊豆の国市長岡地域包括支援センター

長岡地区

〒410-２２２３ 伊豆の国市北江間45-1

055-946-0692

伊豆の国市 伊豆の国市韮山地域包括支援センター

韮山地区

〒４１０－２１２３

伊豆の国市四日町302-1

055-949-9213 055-949-2540

伊豆の国市 伊豆の国市大仁地域包括支援センター

大仁地区

〒410-2318

伊豆の国市白山堂408-9（プ
レーゲおおひと内）

0558-76-7311

055-946-0693

0558-75-5590

受付時間

月～金：8:30～17:15
土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）除く

月～土 8:00～17:00
日・年末年始（12/30～1/3）を除く

月～金8：30～17：15
祝日、年末年始除く

月～金 8:30～17:15
祝日・年末年始を除く

函南町

函南町地域包括支援センター

函南町全域

〒419-0107 田方郡函南町平井717-28

055-978-1700 055-978-1777

月～金：8：30～17：30
土・日・祝日・年末年始(12/29～1/3）除く

清水町

清水町地域包括支援センター

清水町全域

〒411-0903 駿東郡清水町堂庭221-1

055-981-1675 055-981-0025

月～金：8:30～17:15
（土・日・祝日・年末年始除く）

長泉町

長泉町地域包括支援センター

長泉小学校区

〒411-8668 駿東郡長泉町中土狩828

055-989-5519 055-989-5515

月～金：8:30～17:15
土・日・祝日・年末年始除く

長泉町

長泉北地域包括支援センター

長泉北小学校区

〒411-0934 駿東郡長泉町下長窪781-1

055-941-5335 055-941-5337

月～金：8:30～17:30
土・日・祝日・年末年始除く

長泉町

長泉南地域包括支援センター

長泉南小学校区

〒411-0943 駿東郡長泉町下土狩457-2

055-918-2121 055-918-2123

月～金及び奇数週土曜日：8:30～17:30
祝祭日・年末年始除く

小山町

小山町地域包括支援センター平成の杜

小山町全域

〒410-1311 駿東郡小山町小山255番地の2 0550-76-9950 0550-76-9951

月～土：8:30～17:30
（祝祭日・年末年始(12/29～1/3)を除く）

