１３ 福

祉

相談の名称・内容等

*相談日は、特記のないものは祝日及び年末年始を除く。
相談日

相談時間

実施機関
賀茂児童相談所
東部児童相談所

児童相談
児童に関する養護、虐待、障害、非
行など児童福祉に関する相談

月～金曜日

8:30～17:15

富士児童相談所
中央児童相談所
西部児童相談所

電話番号

0558-24-2038
055-920-2085
0545‐65‐2141
054‐646‐3570
0538-37-2810

場所（会場）
〒415-0016 下田市中531-1
〒410-8543 沼津市高島本町1-3
〒416-0906 富士市本市場441-1
〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362-1
〒438-8622 磐田市見付3599-4

児童相談所全国共通ダイヤル １８９

児童虐待専用電話

24時間

子ども･家庭110番

月～金曜日

性格行動、しつけ、不登校、非行な
ど児童に関する相談

思春期健康相談室「ピアーズポ
ケット」
思春期における性行動、健康、こころ等
の相談

児童相談所

賀茂：0558-27-4199
東部：055-922-4199
富士：0545‐62‐4199
中央：054-644-4199
西部：0538-33-4199
静岡市:054-275-2871
浜松市:053-457-2190

（電話専用）

児童相談所

(賀茂)0558-23-4152
(東部・富士)055-924-4152
(中央)054-273-4152
(西部)053-458-4152

（電話専用）

9:00～20:00

土、日曜日（祝日、
12/29～1/3除く）

9:00～17:00

水曜日
土・日曜日

13:00～17:00
10:00～17:00

県こども家庭課

本所（静岡県母子寡婦福祉連
合会）

ひとり親サポートセンター

055-952-7530
shishunki@poem.ocn.ne.jp

054-254-1191
054-254-5234
（養育費相談）

月～金曜日

ひとり親家庭及び寡婦・離婚係争中
の方の就業相談、無料職業紹介、
本所のみ第1・第
生活相談、養育費及び面会交流等
の相談、無料弁護士相談（予約制） 3土曜日も対応

〒410-0801
沼津市大手町1丁目1-3 沼津商連会館ビ
ル1階
〒420-0856
静岡市葵区駿府町1-70 静岡県総合社会
福祉会館4階

東部支所

055-951-8255

中部支所

054-284-0008

〒410-0801 沼津市大手町1丁目1-3 沼津
産業ビル2階
〒422-8067 静岡市駿河区南町14-1水の
森ビル3階

西部支所

053-452-7107

〒430-0929 浜松市中区中央1丁目12-1浜
松総合庁舎1階

9:00～17:00

http://www.shizuboshi.jp

目次へ戻る

- 26 -

相談内容等

相談日

相談時間

水・土曜日

13:00～17:00

実施機関

しずおか妊娠ＳＯＳ
思いがけない妊娠などで悩んでい
る方が安心して相談できる窓口

県こども家庭課

障害者差別に関わる相談
障害を理由とする差別に関する
相談
身体障害者相談
身体障害者に関する相談

055-941-5006

場所（会場）
（電話相談、WEBサイト相談専用）

WEBサイト相談 http:www.s-ninshin-sos.jp

障害者差別解消相談窓口
障害を理由とする差別に関すること
合理的配慮の提供に関すること

電話番号

火・水・金曜日

10:00～16:00

(一社)静岡県社会福祉士会

054-252-9800

〒420-0856
静岡市葵区駿府町１番70号 静岡県総合社
会福祉会館４階

月～金曜日

8:30～18:00

県障害者政策課

054-221-2352

〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6

9:00～17:00

静岡県身体障害者福祉セ
ンター（(福)静岡県身体障
害者福祉会内）

054-252-7829
FAX 054-255-2011

〒420-0856
静岡市葵区駿府町1-70 静岡県総合社会
福祉会館5階

月～金曜日

http://www.e-switch.jp/shizuoka-shinsyo/7hukusicenter.htm

聴覚障害に関する相談
手話通訳、要約筆記、盲ろう者向け
通訳介助に関する相談

身体障害者相談
補助犬インフォメーションデスク

視覚障害に関する相談
点字図書、録音図書、視覚障害に
関する日常生活、制度、ＩＴ機器、歩
行訓練等各種相談

精神障害のあ る 方及びその家
族のための保健・福祉に関する
相談及び社会資源の紹介等
身体障害者更生相談
更生医療、補装具に関する相談

火～日曜日（第4
日曜日休館）

9:00～17:00

月～金曜日

10:00～16:00

月～土曜日
（第4土曜日休
館）

9:00～17:00

月～金曜日
月～金曜日

（特非）静岡県補助犬支援 054-221-5544
センター
FAX 054-266-3633
静岡県視覚障害者情報支 054-253-0228
援センター
FAX 054-250-0766

〒420-0856
静岡市葵区駿府町1-70 静岡県総合社会
福祉会館5階
〒420-0852
静岡市葵区紺屋町11-1 ガーデンスクエア
ビル9階－Ｃ
〒420-0856
静岡市葵区駿府町1-70 静岡県総合社会
福祉会館2階

http://i-center-shizuoka.jp
（公社）静岡県精神保健福

054-273-7310

〒420-0856
静岡市葵区駿府町1-70（静岡県総合社会
福祉会館内）

身体障害者更生相談所

054-646-3571

〒426-0075
藤枝市瀬戸新屋362-1

賀茂児童相談所

0558-24-2038
055-920-2085
0545‐65‐2141
054‐646‐3570
0538-37-2819

10：00～16：00 祉会連合会（もくせい会）
8:30～17:15

東部児童相談所

月～金曜日

054-221-1257
FAX 054-221-1258

http://shizu-jousen.sakura.ne.jp/

知的障害児相談
18歳未満の方の知的障害の判定、
療育手帳に係る相談

静岡県聴覚障害者情報セン
ター

8:30～17:15

富士児童相談所
中央児童相談所
西部児童相談所
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〒415-0016 下田市中531-1
〒410-8543 沼津市高島本町1-3
〒416-0906 富士市本市場441-1
〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362-1
〒438-8622 磐田市見付3599-4

相談内容等

相談日

相談時間

知的障害者更生相談
18歳以上の方の知的障害の判定、
療育手帳に係る相談

発達障害児・者相談

こころの電話相談
(休日、夜間はいのちの電話へ
転送）
こころの健康や精神疾患等の相談

月～金曜日

月～金曜日

8:30～17:15

9:00～17:00

こころの電話
月～金
受付時間
8:30～11:45 13:00～16:30

自死遺族面接相談「すみれ相
談」

毎月第1･3水曜
日
大切な人を自死（自殺）で亡くされた

13:00～16:00

実施機関
賀茂知的障害者更生相談
所
東部知的障害者更生相談
所
富士知的障害者更生相談
所
中央知的障害者更生相談
所
西部知的障害者更生相談
所
東部発達障害者支援セン
ター
中西部発達障害者支援セ
ンター
静岡県精神保健福祉セン
ター

電話番号

0538-37-2819

〒415-0016
下田市中531-1
〒410-8543
沼津市高島本町1-3
〒416-0906
富士市本市場441-1
〒426-0075
藤枝市瀬戸新屋362-1
〒438-8622
磐田市見付3599-4

055-957-9090

〒410-0802 沼津市上土町3番地 沼
津トラストビル2階

0547-39-3600

〒427-0023 島田市大川町10-1 エ
フビル3階

0558-24-2164
055-920-2085
0545-65-2141
054-646-3579

(賀茂)0558-23-5560
(東部)055-922-5562
(中部)054-285-5560
(西部）0538-37-5560

静岡県精神保健福祉セン
ター

054－286-9245

方の相談
【東部会場】
（要予約）原則、毎月
第1水曜日

・精神保健福祉センター
〒422-8031
静岡市駿河区有明町2-20
・各健康福祉センター

東部健康福祉センター
〒410-0055
沼津市高島本町1-3 県東部総合庁舎4階

10：00～12：00

【中部会場】
依存に関する相談
静岡県精神保健福祉セン
（要予約）原則、毎月
（アルコール、薬物、ギャンブル
13：00～16：00 ター
第1・3木曜日
等）
第3月曜日
【西部会場】
（要予約）原則、毎月
第3月曜日

場所（会場）

054-286-9245

精神保健福祉センター
〒422-8031
静岡市駿河区有明町2-20 県静岡総合庁舎
別館２階
西部健康福祉センター
〒438-8622
磐田市見付3599-4 県中遠総合庁舎2階

13：00～16：00
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相談の名称・内容等

高次脳機能障害医療等総合相
談
病気や事故による脳外傷等を原因
とする高次脳機能障害についての
相談

認知症に関する相談
若年性認知症に関する相談
使用者に よ る 障害者虐待の 通
報
勤務先の雇用主・社員などによる虐
待に関する通報

相談日

隔月
（要予約）
月、木、土、日
（祝日、年末年始
を除く）
月、水、金
（祝日、年末年始
を除く）
月～金曜日

相談時間

実施機関

東部健康福祉センター福祉
課
中部健康福祉センター福祉
13：00～17：00 課
西部健康福祉センター福祉
課

電話番号

場所（会場）

055-920-2087

〒410-8543
沼津市高島本町1-3

054-644-9281

〒426-0075
藤枝市瀬戸新屋362-1

0538-37-2252

〒438-8622
磐田市見付3599-4

10:00～15:00

認知症コールセンター

0545-64-9042

〒416-8558
富士市本市場43-1富士市フィランセ

9:00～16:00

静岡県若年性認知症相談
窓口
(静岡県社会福祉士会)

054-252-9881

〒420-0856
静岡市葵区駿府町1-70
県総合社会福祉会館シズウエル4階

8:30～18:00

静岡県障害者虐待防止支
援センター

054-221-2352

〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6

8:30～17:00

・各市町の福祉担当課
・県健康福祉センターの福 ・各市町の福祉担当課
・県福 祉長 寿政 策課 及び 県健 康福 祉セ ン
・県福祉長寿政策課及び県 祉担当課
・県福祉長寿政策課
ター
健康福祉センター

・各市町の福祉担当課

「静岡県ゆずりあい駐車場制度」
利用証の交付

月～金曜日

(054-221-2052)

福祉サービスの利用者からの苦
情相談

月～金曜日

9:00～12:00
13:00～17:00

静岡県福祉 サービス運 営
適正化委員会
(静岡県社会福祉協議会)

月～金曜日

8:30～17:00

相談窓口は、お住まいの市
各市町の社会福祉協
町の社会福祉協議会となり
議会
ます。

月～金曜日

8:30～18:00

県地域福祉課援護恩給班

054-221-3625

〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6

県地域福祉課

054―221―3,343

〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6 静岡県庁西
館５階

※原則として介護保険サービスを除く

生活福祉資金の貸付相談
低所得者、高齢者、障害者世帯の生活
に必要な資金の貸付に関する相談

援護・恩給相談
旧軍人軍属の遺族・戦傷病者の援
護、軍歴、軍人恩給等

「新型コロナウイルス感染症生
活困窮者自立支援金」の支給
障害のある人の働くことに関す
る相談
県内の就労継続支援事業所や就労
支援機関などの情報提供
農福連携ワンストップ窓口
県内の障害福祉事業所と農業者と
の連携等に関する相談

月～金曜日

8:30～17:15

054-653-0840

月～金曜日

9:00～18:00

障害者働く幸せ創出セン
ター

054-251-3515

〒420-0031
静岡市葵区呉服町2-1-5
５風来館4階

月～金曜日

9:00～18:00

障害者働く幸せ創出セン
ター

054-251-3515

〒420-0031
静岡市葵区呉服町2-1-5
５風来館4階
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