
部 課 係 電話番号 郵便番号 所在地

静岡市 市民局
市民自治
推進課

自治活動
支援係

054-221-1265 420-8602 静岡市葵区追手町5-1

静岡市清水区 地域総務課 区民生活係 054-354-2361 424-8701 静岡市清水区旭町6-8

浜松市中区 社会福祉課
地域福祉
グループ

053-457-2051 430-8652 浜松市中区元城町103-2

浜松市東区 社会福祉課
地域福祉
グループ

053-424-0173 435-8686 浜松市東区流通元町20-3

浜松市西区 社会福祉課
地域福祉
グループ

053-597-1118 431-0193 浜松市西区雄踏1-31-1

浜松市南区 社会福祉課
地域福祉
グループ

053-425-1460 430-0898 浜松市南区江之島町600-1

浜松市北区 社会福祉課
地域福祉
グループ

053-523-3111 431-1395 浜松市北区細江町気賀305

浜松市浜北区 社会福祉課
こども・地域支援
グループ

053-585-1121 434-8550 浜松市浜北区貴布祢3000

浜松市天竜区 社会福祉課
地域福祉
グループ

053-922-0018 431-3392 浜松市天竜区二俣町二俣481

沼津市 市民福祉部 社会福祉課 福祉企画室 055-934-4824 410-8601 沼津市御幸町16-1

熱海市 健康福祉部 長寿介護課 長寿総務室 0557-86-6323 413-8550 熱海市中央町1-1

三島市 社会福祉部 福祉総務課 福祉総務係 055-983-2610 411-8666 三島市北田町4-47

富士宮市 保健福祉部 福祉企画課 福祉企画係 0544-22-1457 418-8601 富士宮市弓沢町150

伊東市 健康福祉部 社会福祉課 福祉総務係 0557-32-1531 414-8555 伊東市大原2-1-1

島田市 健康福祉部 福祉課 福祉政策係 0547-36-7407 427-8501 島田市中央町1-1

富士市 福祉こども部 福祉総務課
社会福祉
担当

0545-55-2757 417-8601 富士市永田町1-100

磐田市 健康福祉部 福祉課
高齢福祉
グループ

0538-37-4831 438-0077
磐田市国府台57-7磐田市総合健康福祉会館
（ｉプラザ）３階

焼津市 健康福祉部 地域福祉課 地域福祉担当 054-626-1127 425-8502 焼津市本町5-6-1

掛川市 健康福祉部 福祉課 社会福祉係 0537-21-1140 436-8650 掛川市長谷1-1-1

藤枝市 健康福祉部 福祉政策課 福祉政策係 054-643-3148 426-8722 藤枝市岡出山1-11-1

御殿場市 健康福祉部 社会福祉課
福祉総務
スタッフ

0550-82-4136 412-8601 御殿場市萩原483

袋井市 市民生活部 しあわせ推進課 社会福祉係 0538-44-3121 437-8666 袋井市新屋1-1-1

下田市 福祉事務所 社会福祉係 0558-22-2216 415-8501 下田市東本郷1-5-18

裾野市 健康福祉部 社会福祉課 高齢者福祉係 055-995-1819 410-1192 裾野市佐野1059

湖西市 健康福祉部 地域福祉課 福祉総務係 053-576-1295 431-0492 湖西市吉美3268

伊豆市 健康福祉部 社会福祉課
地域福祉
スタッフ

0558-72-9862 410-2413 伊豆市小立野38-2
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御前崎市 健康福祉部 福祉課 生活支援係 0537-85-1121 437-1692 御前崎市池新田5585

菊川市 健康福祉部 福祉課 社会福祉係 0537-37-1123 439-0019 菊川市半済1865

伊豆の国市
市民福祉部
福祉事務所

社会福祉課 地域福祉係 0558-76-8036 410-2396 伊豆の国市田京299-6

牧之原市 福祉こども部 社会福祉課 地域福祉係 0548-23-0070 421-0422 牧之原市静波1024-3

東伊豆町 住民福祉課 福祉係 0557-95-6204 413-0411 東伊豆町稲取3354

河津町 保健福祉課 福祉係 0558-34-1937 413-0595 河津町田中212-2

南伊豆町 福祉介護課 福祉係 0558-62-6233 415-0392 南伊豆町下賀茂315-1

松崎町 健康福祉課 福祉係 0558-42-3966 410-3696 松崎町宮内301-1

西伊豆町 健康福祉課 福祉係 0558-52-1961 410-3514 西伊豆町仁科393

函南町 福祉課 福祉係 055-979-8127 419-0192 函南町平井717-13

清水町 健康福祉課 地域福祉係 055-981-8214 411-8650 清水町堂庭210-1

長泉町 福祉保険課 福祉チーム 055-989-5512 411-8668 長泉町中土狩828

小山町 住民福祉課 福祉班 0550-76-6661 410-1395 小山町藤曲57-2

吉田町 福祉課
社会福祉
部門

0548-33-2104 421-0395 吉田町住吉87

川根本町 健康福祉課 地域福祉室 0547-56-2224 428-0313 川根本町上長尾627

森町 保健福祉課 厚生係 0538-85-1800 437-0215 森町森50-1
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