
○【第１号相談支援】関係事業等一覧表

清水区由比北田450

清水区宮加三19－１　エルヴァス
Ｂ

障がい

地域包括支援センター
高齢者の保健・福祉・医療・介護等の総
合的な相談

高齢者

有度地域包括支援センター 清水区長崎新田296－５

港北地域包括支援センター
清水区本郷町５－８　セブンスター
マンション１階

長田地域包括支援センター 駿河区みずほ二丁目12－７

大谷久能地域包括支援センター

八幡山地域包括支援センター 駿河区有東二丁目12－10

清水区蒲原721－４

高部地域包括支援センター

委託 社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会

委託 社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会

蒲原由比地域包括支援センター
（由比窓口）

（特非）ひまわり事業団

指定管理

委託 社会福祉法人　恵和会

清水区柏尾387－２ 委託 社会福祉法人　清水福祉会

松原地域包括支援センター

飯田庵原地域包括支援センター 清水区石川本町５－７ 委託 セントケア中部　株式会社

委託 社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会

丸子地域包括支援センター

岡船越地域包括支援センター 清水区船越一丁目１－１ 委託 社会福祉法人　恵和会

港南地域包括支援センター
清水区渋川三丁目８－27　ヴィラ
エスポワール101

委託 一般社団法人　静岡市清水医師会

清水区承元寺町1341 委託 社会福祉法人　清承会

両河内地域包括支援センター 清水区和田島688 委託 社会福祉法人　花園会

興津川地域包括支援センター

委託 社会福祉法人　静和会

大里高松地域包括支援センター

駿河区丸子二丁目４－16 委託 社会福祉法人　静和会

大里中島地域包括支援センター 駿河区中野新田349－１ 委託 社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会

駿河区登呂五丁目９－22 委託 社会福祉法人　天竜厚生会

委託 株式会社　アクタガワ

駿河区根古屋289－１ 委託 社会福祉法人　駿府葵会

藁科地域包括支援センター 葵区富沢1542－46 委託 社会福祉法人　駿河会

駿河区小鹿一丁目１－24 委託
社会福祉法人恩賜財団　済生会支部静
岡県済生会

安倍地域包括支援センター 葵区俵沢38－１ 委託 社会福祉法人　楽寿会

葵区羽鳥六丁目４－３ 委託 社会福祉法人　駿河会

委託 社会福祉法人　楽寿会

千代田地域包括支援センター
葵区沓谷六丁目20－１　ル・シエ
ル101

委託 社会福祉法人　静和会

葵区瀬名一丁目16－８　ロジュマ
ン21　１－Ａ号室

委託 社会福祉法人　天心会

委託 社会福祉法人　駿府葵会

介護

アグネス静岡

城西地域包括支援センター 葵区駒形通四丁目11－15 委託 医療法人社団盈進会

安西番町地域包括支援センター 葵区安西三丁目20 委託 医療法人社団盈進会

城東地域包括支援センター
（井川窓口）

葵区安東二丁目13－１

城北地域包括支援センター

長尾川地域包括支援センター

賤機地域包括支援センター

服織地域包括支援センター

小鹿豊田地域包括支援センター

美和地域包括支援センター 葵区与左衛門新田74－６ 委託 社会福祉法人　楽寿会

葵区昭府二丁目７－17

委託

委託

委託 社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会

葵区井川1133－２

静岡再生会療育センター令和
地域支援・相談室「やさしい街に」

駿河区曲金５-３-30

サポートセンターコンパス北斗 葵区慈悲尾180 （社福）明光會

伝馬町横内地域包括支援センター
葵区音羽町７－18　ＫＧＭビル103
号室

委託 社会福祉法人　静和会

葵区竜南二丁目１－38

委託

対象者

身体障がいのある人とその
家族等

葵区城内町１-１

ピアサポート 駿河区曲金５-４-58

静岡市支援センターなごやか

駿河区曲金3-1-30　南部HC内

住所 受託者等

葵区城東町24-1　城東ｴﾘｱ内 医療法人社団リラ

施設名

委託

（社福）恩賜財団済生会支部静岡県済生
会

重症心身障がいのある人と
その家族等

（社福）小羊学園

（社福）静岡市しみず社会福祉事業団

実施方法

委託

事業概要分野 事業名

相談支援事業（重症心身）

医療法人社団宗美会

（特非）静岡市障害者協会

(公社)静岡県精神保健福祉会連合会静岡市支援センターみらい

清水区村松原3-14-8

相談支援事業（精神）

相談支援事業（知的）

精神障がいのある人とその
家族等

知的障がいのある人とその
家族等

障害の種別や障害者手帳の有無にか
かわらず、相談者に必要な支援等の情
報提供や助言を行う

障がい（全般）のある人とそ
の家族等

基幹相談支援センター基幹相談支援センター

障がいのある人及びその家族等からの
相談に応じ、障害福祉サービスや成年
後見制度等の各種支援制度につなげ
る。

相談支援事業（身体）

葵区城北117 委託

別紙２④

障害者生活支援センター城東

清水障害者サポートセンターそら

はーとぱる

清水区庵原町219-18 （特非）清水障害者サポートセンターそら

葵区城東町24-1　城東ｴﾘｱ内
（社福）恩賜財団済生会支部静岡県済生
会

委託

委託

委託

障害者相談支援センターわだつみ 清水区駒越西２-10-10



妊娠期から子育て期に関
する悩みを持つ方

清水子育て世代包括支援センター

駿河子育て世代包括支援センター

葵子育て世代包括支援センター

清水区子育て支援課

葵区城東町24-1
城東保健福祉ｴﾘｱ内

利用者支援事業（基本型）
（子ども未来サポーター）

利用者支援事業（特定型）
（保育コーディネーター）

特定非営利活動法人　なのはな委託

駿河区子育て支援課
駿河区南八幡町10-40
駿河区役所２階

委託

葵区子育て支援課
葵区追手町５-１
葵区役所２階

子育て支援センター登呂 駿河区登呂３-３ 子ども未来課

直営

社会福祉法人　愛育会

社会福祉法人　玉桂会

子育て支援センター服織
葵区羽鳥本町25-33
服織中央こども園内

社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会

子育て支援センター丸子

城東子育て支援センター

蒲原子育て支援センター
清水区蒲原新田１-21-１
蒲原市民センター併設

委託
特定非営利活動法人　子育て支援どろん
子

子育て支援センター東豊田
駿河区国吉田６-７-29
東豊田中央こども園内

駿河区丸子２-18-32
丸子こども園内

子ども未来課

（特非）サンフォレスト

葵区暮らし・しごと相談支援センター 葵区城東町24-1　城東ｴﾘｱ内

（社）静岡市社会福祉協議会委託

清水区暮らし・しごと相談支援センター

駿河区暮らし・しごと相談支援センター

委託

清水区旭町６-８
清水区役所１階

子ども家庭課直営

清水区渋川二丁目12-1（清水区
健康支援課）

駿河区曲金三丁目1-30（駿河区
健康支援課）

葵区城東町24-1（葵区健康支援
課内）

清水区宮代町１-１　はーとぴあ清
水内

駿河区南八幡３-１　みなくる内

幼保支援課直営

静岡市ひきこもり地域支援センターDanDan 駿河区南八幡町３‐１　みなくる内

子ども未来課

０歳から概ね３歳までの乳
幼児及びその親（保護者）

静岡市中央子育て支援センター
葵区呉服町２-１-１
札の辻ビル３，４階

子ども未来課

社会福祉法人　清水双葉会

利用者支援事業（母子保健型）
（子育て世代包括支援センター）

困窮 暮らし・しごと相談支援センター

直営

直営

ひきこもり地域支援センター

子ども

（ひきこもり）

認定こども園・保育所等の利用に関する
相談・情報提供を行う

妊娠期から子育て期までの母子保健や
育児に関する相談を行い、切れ目ない
支援体制を構築する事業

生活に困窮しているかたに対して、生活
保護に至る前段階の、自立に向けた支
援

暮らしや仕事でお困りのか
たや不安があるかた

自室・自宅から出られない等で概ね６か
月以上社会参加ができないかたに対し、
専門的な視点から、相談者にあった支
援を行う

ひきこもりで悩んでいる方や
その家族

認定こども園等やその他子育て支援事
業全般に関する相談・情報提供を行う

地域子育て支援センターゆめの木
清水区下野町12-68
あいわ保育園内

委託

地域子育て支援センター小百合
葵区上伝馬18-28
小百合キンダーホーム内

地域子育て支援センター北安東
葵区北安東４-29-24
北安東保育園内

地域子育て支援センター草薙ふたば
清水区草薙359-６
草薙ふたばこども園内

委託 社会福祉法人　翼福祉会

委託 社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会

直営

委託

委託

清水中央子育て支援センター
清水区島崎町223
清水テルサ１階


