
地域包括支援センター（駿東田方圏域）

市町名 包括支援センター名 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 055-968-4511
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：8:30～17:30
*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



市町名 包括支援センター名 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 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

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～土：8:30～17:00　
*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～土：8:30～17:00　
*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
沼津市戸田916－2（窓口機
能のみ）

055-919-5571 0558-94-3270
月～土：8:30～17:15　
*日・祝日・年末年始（12/29～１/３）除く

三島市 地域包括支援センター三島 三島南地区 〒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～金：8：30～17：30
土・日・祝日・12/30～1/3を除く



市町名 包括支援センター名 担当区域 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 受付時間

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

三島市 三島北地区地域包括支援センター 三島北地区 〒411-0857
三島市芝本町12-6
Mishima Trust Building 202号
室

055-976-0234 055-976-0235
月～金：8:30～17:30
土・日・祝日・12/29～1/3を除く

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 〒410-1127 裾野市平松470－5 055-995-1288 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 〒410-2414 伊豆市本立野531-1 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 〒410-3206 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

伊豆市 伊豆市中伊豆地区地域包括支援センター 中伊豆地区 〒410-2505 伊豆市八幡500-1 0558-83-5488 0558-83-0228
月～金：8:30～17:15
土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）除く



市町名 包括支援センター名 担当区域 郵便番号 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 受付時間

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　055-946-0693
月～土　8:00～17:00
年末年始（12/30～1/3）を除く

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
月～金　8:30～17:15
祝日・年末年始(12/29～1/3)を除く

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　0558-75-5590
月～金　8:15～17:15
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



市町名 包括支援センター名 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　御殿場十字の園 御殿場地区（御殿場・深沢・東田中・鮎沢・二枚橋・栢ノ木・西田中・北久原・仁杉） 〒412-0028 御殿場市御殿場184-1 0550-84-5950 0550-70-6001
月～金（祝日、年末年始（12/29～1/3）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　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（12/29～1/3）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　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

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）


