
静岡県内のファミリー・サポート・センター一覧

平成29年7月現在

可 可

（原則市内にお住まいの
方）

可 －
http://shimoda-
kosodate.net/katudo03.html

（月～金）
8時30分～17時00分

第1月曜、祝日、年末年始（12
月29日～１月３日）を除く

500円～600円

（月～金）
8時30分～17時15分

600円～700円

（日～土）
9時00分～17時30分

年末年始（12月29日～１月３
日）、第２．４水曜は除く

600円～800円

御殿場市・小山町にお住ま
いの方 可

－

（原則市内にお住まいの
方）

可 －
http://www.city.fujieda.shizuoka.jp
/kosodate/shien/family/

－
http://www.gotemba-
kosodate.jp/

藤の里ファミリー・サ
ポート・センター

藤枝市岡出山1-11-1市児童課内
TEL：054-643-6611

（月～金）
８時30分～17時15分

600円～900円

（月～金）
８時30分～17時15分

600円～800円
掛川市・菊川市にお住まい

の方
可

－
(市HP)

http://www.city.yaizu.lg.jp/

（月～土）
9時00分〜正午､

13時00分〜17時00分
祝日、年末年始（12月29日～１月３日）

を除く

600円～900円
(利用料助成あり)

依頼会員はどなたでも利用
できます※利用料助成は
市内にお住まいの方のみ

です

可
焼津市ファミリー・サ

ポート・センター

焼津市大覚寺3-2-2
焼津市総合福祉会館内

TEL：054-620-3339

かけがわファミリー・サ
ポート・センター

掛川市長谷1-1-1市こども希望課内
TEL：0537-21-1144

ごてんば・おやま
ファミリー・サポート・セ

ンター

御殿場市萩原988-1
御殿場市民交流センター ふじざくら内

TEL：0550-88-5200

下田市ファミリー・サ
ポート・センター

下田市４丁目６番16号市教育委員会内
TEL：0558-27-2332

ふくろいファミリー・サ
ポート・センター

袋井市高尾町5-22袋井センタービル2階
中央子育て支援センター内

TEL：0538-44-3149

（原則市内にお住まいの
方）

可 －
磐田市ファミリー・サ

ポート・センター
磐田市上大之郷51
TEL：0538-37-4102

（日～土）
9時00分～18時30分

第４木曜、年末年始（12月29日
～１月３日）を除く

600円～800円

（原則市内にお住まいの
方）

可 －
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/ke
nkou/c0203/fmervo000000a43y.h
tml

富士市ファミリー・サ
ポート・センター

富士市本市場432-1富士市フィランセ内
TEL：0545-66-4128

（月～金）
８時30分～17時30分

600円～700円

（原則市内にお住まいの
方）

可 － http://www.city.shimada.shizuoka.jp
島田市ファミリー・サ

ポート・センター

島田市本通三丁目3-3おりびあ4階
こども館内

TEL：0547-35-1851

（火～日）
10時00分～18時00分

月曜（祝日・長期休暇期間中を
除く）・年末年始を除く

600円～700円

（原則市内にお住まいの
方）

可 －
http://www.city.ito.shizuoka.jp/ko
sodate_shien/html/kosodate/201
60722191208.html

伊東市ファミリー・サ
ポート・センター

伊東市桜木町二丁目2番3号
市健康福祉センター内

TEL：0557-36-1177

（月～金）
９時00分～16時00分

600円～700円

（原則市内にお住まいの
方）

可 －
http://www.city.fujinomiya.shizuo
ka.jp/citizen/llti2B0000002bst.ht
ml

熱海市中央町1-26
市親子ふれあいサロン内

TEL：0557-86-6311

（月～金）
８時30分～17時15分

600円～700円

富士宮市ファミリー・サ
ポート・センター

富士宮市弓沢町150市子ども未来課内
TEL：0554-22-1268

（月～金）
８時30分～17時00分

600円～700円

熱海市ファミリー・サ
ポート・センター

三島市ファミリー・サ
ポート・センター

三島市本町3-29本町タワービル4階
本町子育て支援センター内

TEL：055-983-2835

ＵＲＬ

https://shizuoka-
city.mamafre.jp/archives/service/
family-support-center/

（月～金）
８時30分～18時00分

静岡市ファミリー・サ
ポート・センター

静岡本部

静岡市葵区呉服町2-1-1札の辻ビル4階
TEL：054-254-2283

介護

利用できる
サービスファミリー・サポート・

センターの名称
所在地・連絡先 窓口（受付）時間

利用料金
（１時間あたり）

市の住民以外で
利用できる方

育児

沼津市ファミリー・サ
ポート・センター

静岡市清水区島崎町223
清水テルサ1階

TEL：054-355-3333

浜松市中区中央3-4-8
子育て情報センター内
TEL：053-457-2900

沼津市大手町1-1-3
沼津商連会館ビル4階

沼津っ子ふれあいセンター内
TEL：055-952-8078

清水支部

浜松市ファミリー・サ
ポート・センター

（月～金）
８時30分～17時00分

（原則市内にお住まいの
方）

可

（月～金）
9時00分～17時00分

（月～土）
9時00分～17時30分

*水・日・祝日・年末年始は休み

（月～土）
9時00分～17時45分

毎週水曜、日曜、祝日、年末年
始（12月29日～1月3日）は除く

600円～700円

700円～800円

600円～700円

（原則市内にお住まいの
方）

可

可 －
（原則市内にお住まいの

方）

（原則市内にお住まいの
方）

可

http://www.city.atami.lg.jp/kosod
ate/kosodateshien/1001023/1001
026.html

http://shizu-
kosodate.com/famisapo/

http://www.hamamatsu-
pippi.net/bunya/famisapo/

－
https://mishima-
life.jp/famisapo/index.html#3

－
http://www.city.numazu.shizuoka.j
p/kurashi/kyoiku/kosodate/famis
up/index.htm

－

600円～800円
（原則市内にお住まいの

方）
可 －

裾野市ファミリー・サ
ポート・センター

裾野市御宿３－７　NPO法人メープル内
TEL：055-965-3681

（月～金）
8時30分～17時00分

http://www.city.susono.shizuoka.j
p

600円～700円
（原則市内にお住まいの

方）
可 －

（育児）
湖西市ファミリー・サ

ポート・センター

湖西市新居町浜名485
子育て支援センター内
TEL：053-594-5038

市内にお勤めの方

可 可
（介護）

湖西市さわやかファミ
リー・サポート・セン

ター

湖西市古見1044
市社会福祉協議会内
TEL：053-575-0294

（原則市内にお住まいの
方）

（火～日）
8時30分～17時00分

月曜、年末年始（12月29日～１
月3日）を除く

（原則市内にお住まいの
方）

可

（月～金）
8時30分～17時15分

祝日、年末年始（12月29日～1
月3日）を除く

伊豆の国市ファミリー・
サポート・センター

伊豆の国市田京299－6
保健福祉・こども・子育て相談センター内

TEL：0558-76-8008

伊豆市ファミリー・サ
ポート・センター

伊豆市小立野38-2市こども課内
TEL：0558-72-9870

御前崎市ファミリー・サ
ポート・センター

御前崎市白羽5402-10
御前崎市社会福祉協議会

TEL：0548-63-5294

（原則市内にお住まいの
方）

－
http://www.omaezakishakyo.jp/fa
misapo/famitop.html

－

600円～700円

700円～900円

（月～金）
8時15分～17時00分

600円～800円

（月～金）
8時30分～17時15分

600円～700円

可

（月～金）
9時00分～16時00分

600円～700円
（原則市内にお住まいの

方）
可 －

http://www.city.izunokuni.shizuoka.jp
/soudan/kenko/jidou/kosodate/f-s-

center.html

http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/k
osodate_kyoiku/kosodateshien/koso
date_shisetsu/1425446941893.html

依頼会員：市内、森町にお
住まいの方

協力会員：袋井市近隣にお
住まいの方

http://www.city.fuji.shizuoka.jp/kenkou/c0203/fmervo000000a43y.html�
http://www.gotemba-kosodate.jp/�
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ＵＲＬ
介護

利用できる
サービスファミリー・サポート・

センターの名称
所在地・連絡先 窓口（受付）時間

利用料金
（１時間あたり）

市の住民以外で
利用できる方

育児

（原則町内にお住まいの
方）

可 －
吉田町ファミリー・サ

ポート・センター

榛原郡吉田町川尻791番地
地域子育て支援センターすみれ内

TEL：0548-28-7034

（月～金）
8時15分～17時00分

600円～700円

（原則町内にお住まいの
方）

可 －
河津町ファミリー・サ

ポート・センター

賀茂郡河津町田中212番地の2
保健福祉課内

TEL：0558-34-1937

（月～金）
8時15分～17時00分

600円～700円

東伊豆町ファミリー・サ
ポート・センター

賀茂郡東伊豆町稲取3354番地
住民福祉課内

TEL：0557-95-6204

（月～金）
8時30分～17時15分

600円～700円
（原則町内にお住まいの

方）
可 －

http://www.town.higashiizu.shizuo
ka.jp/

牧之原市ファミリー・サ
ポート・センター

牧之原市静波991番地1
牧之原市総合健康福祉センター内　さざ

んか
TEL：0548-23-0077

（月～金）
8時15分～17時00分

祝祭日、年末年始（12月29日
～1月3日）を除く

600円～700円
（原則市内にお住まいの

方）
可 －

函南町ファミリー・サ
ポート・センター

田方郡函南町上沢107-1
かんなみ知恵の和館

子育てふれあい・地域交流センター内
TEL：055-979-8800

（火～日）
8時30分～17時15分

600円～700円
（原則町内にお住まいの

方）
可 －

清水町ファミリー・サ
ポート・センター

駿東郡清水町玉川24-1サントムーン柿田
川

２階清水町子育て総合支援センター内
TEL：055-972-2712

（日～土）
10時00分～18時00分

毎週水曜日、年末年始（12月
29日～１月３日）を除く

600円～700円
（原則町内にお住まいの

方）
可 －

長泉町ファミリー・サ
ポート・センター

駿東郡長泉町中土狩539 フレスポ長泉A棟２
階

長泉町こども交流センター「パルながいずみ」
内

TEL：055-988-1086

（日～土）
9時00分～16時45分

毎週火曜日、年末年始（12月
28日～１月4日）を除く

600円～700円
（原則町内にお住まいの

方）
可 －
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