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②S型デイサービス 
 

NO. 
登録番号 

所在地 
団体名 

1 

28-04-S0170 

葵区 駒形通 2-4-47 新通小学校 

新通地区社協 さざんかクラブ 新通小学校 

2 

28-04-S0123 

葵区 本通 7-11-9 
ラペック静岡・北部勤労者
福祉センター 

新通地区社協 さざんかクラブ ラペック静岡 

3 

28-06-S0225 

葵区 駒形通 4-3-3 県営駒形団地集会場 
駒形地区社協 ぐらんすずかけ駒形「こまどり」会 駒形県営団地集
会室 

4 

28-10-S0243 

葵区 駒形通 6-7-9 駒六一区公民館 

駒形地区社協 ぐらんすずかけ駒形倶楽部 駒六一区公民館 

5 

28-09-S0242 

駿河区 南安倍 3-12-1 ガーデニアガーデン南安倍 
駒形地区社協 S 型デイ交流会みなみ安倍 にじの会 ガーデニアガ
ーデン南安倍 

6 

28-05-S0207 

葵区 一番町 50 番町市民活動センター 

一番町地区社協 一番星クラブ 番町市民活動センター 

7 

28-04-S0070 

葵区 柳町 1-1-23-1 番町小学校 

三番町地区社協 番町元気クラブ 番町小学校会議室 

8 

28-05-S0205 

葵区 田町 5-70 田町小学校 

田町地区社協 田町ふれあいサロン 田町小学校体育館会議室 

9 

29-03-S0250 

葵区 末広町 65-3 末広町公民館 

安西地区社協 ひまわりの会 末広町公民館 

10 

28-05-S0194 

葵区 西千代田町 10-7 西千代田会館 

横内地区社協 ほっとスマイル 西千代田会館 

11 

28-04-S0125 

葵区 城東町 34-2 城東町公民館 

横内地区社協 城東レモン 城東町公民館 

12 

28-04-S0026 

葵区 上足洗 1-8-6 上足洗簡易児童館 

横内地区社協 なごやかさん 上足洗簡易児童館 

13 

30-06-S0263 

葵区 上足洗 2-2-9 
社会福祉法人 静岡福祉事業
協会 千代田寮 

横内地区社協 上足洗 2丁目 にこにこサロン 

14 

28-06-S0230 

葵区 沓谷 1-4-19 沓谷一丁目公民館 

横内地区社協 さんさんクラブ 沓谷一丁目公民館 

15 

28-07-S0240 

葵区 沓谷 1-4-19 沓谷一丁目公民館 

横内地区社協 絆の会 沓谷一丁目公民館 

16 

30-11-S0268 

葵区 安東 1-6-4 安東会館 

安東地区社協 安東くまのの杜 安東会館 

17 

28-05-S0203 

葵区 安東 2-16-12 安東児童館 

安東地区社協 安東おしゃべりサロン 安東児童館 
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NO. 
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18 

28-04-S0080 

葵区 浅間町 1-35 若宮八幡宮 

安東地区社協 若宮八幡宮 くすのきの会 若宮八幡宮 

19 

28-04-S0126 

葵区 大岩本町 9-14 県営大岩団地集会場 

安東地区社協 なんじゃもんじゃの里 県営大岩団地集会場 

20 

28-05-S0208 

葵区 大岩 3-30 大在家会館 

安東地区社協 大岩 3丁目ふれあい大在家の里 大在家会館 

21 

28-04-S0121 

葵区 大岩 4-35-14 大岩四丁目会館 

城北地区社協 城北ふれあいサロン 大岩四丁目会館 

22 

28-04-S0132 

葵区 北安東 3-13-1 城北保育園体育館 

城北地区社協 城北ふれあいサロン 城北保育園体育館 

23 

28-04-S0027 

葵区 岳美 1-1-10 城北公民館 

城北地区社協 城北ふれあいサロン 城北公民館 

24 

28-04-S0059 

葵区 岳美 1-4-9 若葉コミュニティホール 

城北地区社協 城北ふれあいサロン 若葉コミュニティホール 

25 

28-04-S0031 

葵区 唐瀬 2-15-15 遊水地会館 

城北地区社協 城北ふれあいサロン 遊水地会館 

26 

28-04-S0088 

葵区 北安東 5-36-1 柳新田公民館 

竜南地区社協 柳新田つくし会 月曜クラス 柳新田公民館 

27 

28-04-S0103 

葵区 北安東 5-36-1 柳新田公民館 

竜南地区社協 柳新田つくし会 金曜クラス 柳新田公民館 

28 

28-04-S0016 

葵区 上足洗 4-9-31 白髭公民館 

竜南地区社協 白髭つくし会 白髭公民館 

29 

28-04-S0058 

葵区 竜南 3-10-12 竜南町ふれあい館 

竜南地区社協 つくし会竜南サロン 竜南町集会室 

30 

28-04-S0130 

葵区 古庄 2-1-81 古庄公民館 

千代田地区社協 古庄ふれあいサロン 古庄公民館 

31 

28-04-S0066 

葵区 川合 2-4-45 川合旭町公会堂 

千代田東地区社協 友遊クラブ あさひ 川合旭町公会堂 

32 

28-04-S0112 

葵区 上土 1-7-6 川合本田公民館 

千代田東地区社協 友遊クラブ さくら 川合本田公民館 

33 

28-04-S0146 

葵区 南沼上 3-12-8 南沼上公民館 

千代田東地区社協 友遊クラブ オレンジ 南沼上公民館 

34 

28-04-S0018 

葵区 東千代田 2-5-15 東千代田集会所 

千代田東地区社協 友遊クラブ なごみ 東千代田集会所 

35 

28-04-S0067 

葵区 瀬名 3-18-58 瀬名公民館 

西奈地区社協 ゆうゆうサロン西奈 瀬名公民館 
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36 

28-04-S0064 

葵区 瀬名 7-1-8 西奈団地公民館 

西奈地区社協 ゆうゆうサロン竜爪 西奈団地公民館 

37 

28-05-S0189 

葵区 瀬名 1-21 瀬名南団地集会所 

西奈南地区社協 ふれあいサロンひまわり東瀬名 瀬名南団地集会所 

38 

28-05-S0187 

葵区 瀬名川 2-25-15 瀬名川公民館 

西奈南地区社協 ふれあいサロンひまわり瀬名川 瀬名川公民館 

39 

28-05-S0185 

葵区 南瀬名町 15-3 南瀬名公民館 

西奈南地区社協 ふれあいサロンひまわり南瀬名 南瀬名自治会館 

40 

28-05-S0193 

葵区 瀬名中央 3-10-2 瀬名中央自治会館 
西奈南地区社協 ふれあいサロンひまわり瀬名中央 瀬名中央自治会
館 

41 

28-06-S0226 

葵区 有永 6-14 有永公民館 

麻機地区社協 麻がおクラブ 有永 有永公民館 

42 

28-04-S0022 

葵区 東 1-23-19 東公民館 

麻機地区社協 麻がおクラブ 東 東公民館 

43 

28-04-S0073 

葵区 北 372 麻機羽高団地集会所 

麻機地区社協 麻がおクラブ 羽高 羽高団地集会場 

44 

28-04-S0078 

葵区 北 2-19-12 北公民館 

麻機地区社協 麻がおクラブ 北 北公民館 

45 

30-11-S0267 

葵区 北 3-10-27 北団地公民館 

麻機地区社協 麻がおクラブ 北団地 北団地公民館 

46 

28-04-S0079 

葵区 松富 1-1-13 松富団地集会所 

井宮北地区社協 井宮北ふれあいサロン 松富団地集会所 

47 

28-04-S0010 

葵区 与一 3-4-60 与一公民館 

賤機南地区社協 あおい会 与一公民館 

48 

28-04-S0095 

葵区 上伝馬 24-10 上伝馬公民館 

賤機南地区社協 楽伝会 上伝馬公民館 

49 

28-04-S0178 

葵区 松富 3-2-2 松富第一公民館 

賤機南地区社協 松富ほほえみ会 松富第一公民館 

50 

28-06-S0216 

葵区 福田ケ谷 379-7 福田ケ谷公民館 

賤機南地区社協 ふくふく会 福田ヶ谷公民館 

51 

28-06-S0227 

葵区 下 243-3 下公民館 

賤機南地区社協 下のぞみ会 下公民館 

52 

28-07-S0241 

葵区 牛妻 2352 
賤機都市山村交流センター
安倍ごころ 

賤機中地区社協 かがやけＵＳＫ 安倍ごころ 

53 

28-04-S0179 

葵区 俵沢 443 俵沢公民館 

賤機北地区社協 こだまサロン俵沢 俵沢公民館 
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54 

28-04-S0180 

葵区 俵峰 396-1 俵峰公民館 

賤機北地区社協 こだまサロン俵峰 俵峰公民館 

55 

28-04-S0013 

葵区 千代 2-9-25 千代公民館 

服織地区社協 若蛙の会 千代公民館 

56 

28-04-S0014 

葵区 羽鳥大門町 20-32 羽鳥大門町集会所 

服織地区社協 羽鳥せせらぎ会 羽鳥大門町集会所 

57 

28-04-S0182 

葵区 羽鳥本町 14-5 羽鳥公民館 

服織地区社協 羽鳥茶ばしらの会 羽鳥公民館 

58 

28-04-S0096 

葵区 建穂 2-12-2 建穂公民館 

服織地区社協 建穂いなほ会 建穂公民館 

59 

28-05-S0212 

葵区 新間 789 新間会館 

服織西地区社協 服西さわやか健康サロン 新間会館 

60 

28-04-S0084 

葵区 谷津 345-1 谷津公民館 

服織西地区社協 服西さわやか健康サロン 谷津公民館 

61 

30-07-S0265 

葵区 産女 1061-1 静岡市産女会館 

南藁科地区社協 花さき会 静岡市産女会館 

62 

28-04-S0131 

葵区 大原 1834 
藁科都市山村交流センター
わらびこ 

中藁科地区社協 中藁まめったい会 都市山村交流センターわらびこ 

63 

29-07-S0255 

葵区 大原 1834 
藁科都市山村交流センター
わらびこ 

中藁科地区社協 富久寿会 都市山村交流センターわらびこ 

64 

28-04-S0034 

葵区 西ケ谷 553-2 
静岡市西ケ谷資源循環体験
プラザ しずもーる西ヶ谷 安倍口地区社協 西ケ谷サロン 静岡市西ケ谷資源循環体験プラザ

（しずもーる西ヶ谷） 

65 

28-04-S0115 

葵区 内牧 86-8 内宮集会所 

安倍口地区社協 内宮サロン 内宮町集会所 

66 

28-04-S0160 

葵区 安倍口団地 5-1 
静岡市北部生涯学習センタ
ー美和分館（アカデ美和） 安倍口地区社協 あべぐちサロン 静岡市北部生涯学習センター美和

分館 

67 

28-04-S0023 

葵区 足久保口組 3342-1 足久保公民館 

足久保地区社協 ふれあいの会足久保 足久保公民館 

68 

30-02-S0260 

葵区 足久保口組 53-21 足久保住宅団地公民館 

足久保地区社協 足久保ミニデイさくら 足久保住宅団地公民館 

69 

28-06-S0228 

葵区 油山  油山公民館 

松野地区社協 油山いきいきクラブ 油山公民館 

70 

28-04-S0147 

葵区 松野 1350-9 松野会館 

松野地区社協 松野いきいきクラブ 松野会館 

71 

28-11-S0246 

葵区 井川 773-2 薬沢公民館 

井川地区社協 いっぷく会 薬沢公民館 
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72 

28-10-S0245 

葵区 有東木 726-1 有東木公民館 

大河内地区社協 結いの会 有東木公民館 

73 

28-04-S0019 

葵区 坂本 2524 坂本公民館 

清沢地区社協 あゆみ会 坂本公民館 

74 

28-04-S0090 

葵区 赤沢 111 赤沢公民館 

清沢地区社協 わかば会 赤沢公民館 

75 

29-01-S0248 

葵区 相俣  上相俣公民館 

清沢地区社協 上相俣 茶の実会 上相俣公民館 

76 

28-04-S0094 

葵区 黒俣 2925-5 峰山学区集会所 

清沢地区社協 S型デイサービス峰山 峰山学区集会所 

77 

28-04-S0134 

葵区 黒俣 1592-2 黒俣中村公民館 

清沢地区社協 中村白藤デイサービス 黒俣中村公民館 

78 

28-04-S0159 

葵区 黒俣 1133 久能尾公民館 

清沢地区社協 ほほえみの会 久能尾公民館 

79 

28-06-S0217 

葵区 坂ノ上 1239-4 大川こども園 

大川地区社協 あけぼの会 大川こども園 

80 

30-09-S0266 

葵区 日向 876 
静岡市立大川小中学校 東
棟集会室 

大川地区社協 旭会 静岡市立大川小中学校 

81 

28-04-S0005 

駿河区 八幡 1-2-13 森下公民館 

森下地区社協 森下いきいき教室 森下公民館 

82 

28-04-S0163 

駿河区 八幡山 1-1 八幡神社老人集いの家 

森下地区社協 八幡の森 いきいき教室 八幡神社老人集いの家 

83 

28-04-S0181 

駿河区 稲川 1-2-32 
千勝浅間神社社務所 南町
稲川老人つどいの家 

森下地区社協 千勝の森いきいき教室 南町稲川老人つどいの家 

84 

28-04-S0108 

駿河区 稲川 1-10-15 伊河麻集会所 

中田地区社協 伊河麻いきいき会 伊河麻集会所 

85 

28-04-S0003 

駿河区 中田本町 26-5 中田本町公民館 

中田地区社協 中田本町いきいき会 中田本町公民館 

86 

28-04-S0054 

駿河区 馬渕 3-15-10 馬渕公民館 

中田地区社協 馬渕いきいき会 馬渕公民館 

87 

28-04-S0107 

駿河区 中田 3-5-30 
中田緑地内 中田 3・4 丁目
公民館 

南部地区社協 おしゃべり会中田会場 中田 3・4丁目公民館 

88 

28-04-S0087 

駿河区 南八幡町 2-23 南八幡公民館 

南部地区社協 おしゃべり会南八幡会場 南八幡公民館 

89 

28-04-S0136 

駿河区 石田 3-1-5 石田集会所 

南部地区社協 おしゃべり会石田会場 石田中公民館 
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90 

28-04-S0141 

駿河区 石田 3-48-5 登呂 6 丁目集会所 

南部地区社協 おしゃべり会登呂 6会場 登呂 6丁目公民館 

91 

28-04-S0148 

駿河区 登呂 3-17-11 富士見団地登呂本町集会所 

南部地区社協 おしゃべり会登呂本町会場 登呂本町公民館 

92 

28-04-S0056 

駿河区 馬渕 4-11-16 見瀬天満宮集会所 

大里西地区社協 ふれあいサロン見瀬 見瀬天満宮集会所 

93 

28-04-S0063 

駿河区 新川 1-10-5 新川簡易児童館 

大里西地区社協 ふれあいサロン新川 新川簡易児童館 

94 

28-04-S0001 

駿河区 津島町 6-10 中原公民館 

大里西地区社協 ふれあいサロン中原 中原公民館 

95 

28-04-S0050 

駿河区 中村町 60 宗泉寺内 

大里西地区社協 ふれあいサロン中村町 宗泉寺内 

96 

28-04-S0012 

駿河区 中野新田 83-4 中野新田公民館 

大里西地区社協 ふれあいサロン中野新田 中野新田公民館 

97 

28-04-S0074 

駿河区 西島 1075 西島公民館 

中島地区社協 西島はまかわふれあいサロン 

98 

28-04-S0069 

駿河区 西脇 999-7 西脇公民館 

中島地区社協 西脇ふれあいサロン 西脇公民館 

99 

28-05-S0188 

駿河区 下島 615-229 下島南公民館 

大里東地区社協 下島南ココナッツの会 下島南公民館 

100 

28-05-S0191 

駿河区 高松 1940 高松公民館 

大里東地区社協 高松ふれあいの会 高松公民館 

101 

29-04-S0252 

駿河区 高松  宮竹公民館 

大里東地区社協 宮竹かたつむりの会 宮竹公民館 

102 

28-04-S0167 

駿河区 宮竹 1-4-24 宮竹 1・2 丁目公民館 

宮竹地区社協 ほっとひといき宮竹 宮竹 1・2丁目公民館 

103 

28-04-S0055 

駿河区 有東 1-11-14 有東公民館 

富士見地区社協 元気・長生き交流会 有東 有東公民館 

104 

29-03-S0249 

駿河区 有東 3-9-23-2 有東 3 丁目公民館 
富士見地区社協 元気・長生き交流会 有東 3 丁目 有東 3 丁目公民
館 

105 

28-04-S0071 

駿河区 有明町 11-3 有明公民館 

富士見地区社協 元気・長生き交流会 有明 有明町公民館 

106 

29-06-S0253 

駿河区 有明町 1 県営有明団地集会所 

富士見地区社協 Sフレンド有明 県営有明団地集会所 

107 

28-04-S0024 

駿河区 富士見台 1-19-51 富士見台一丁目公民館 
富士見地区社協 元気・長生き交流会 富士見台 富士見台 1 丁目公
民館 
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108 

28-04-S0060 

駿河区 登呂 2-15-27 登呂 2 丁目自治会館 

富士見地区社協 元気・長生き交流会 登呂 2丁目自治会館 

109 

28-04-S0053 

駿河区 曲金 2-7-26 曲金会館 

西豊田地区社協 曲金 いきいき教室 曲金会館 

110 

28-04-S0038 

駿河区 曲金 5-4-70 JA 豊田 

西豊田地区社協 いきいき教室 曲金中央 JA豊田 

111 

30-07-S0264 

駿河区 豊田 1-6-40 豊田公民館 

西豊田地区社協 豊田いきいき教室 豊田公民館 

112 

28-04-S0015 

駿河区 小鹿 1-15-8 小鹿一丁目公民館 

西豊田地区社協 小鹿 いきいき教室 小鹿一丁目公民館 

113 

28-04-S0052 

駿河区 小鹿 2-9 静岡競輪場あおい会館 

西豊田地区社協 小鹿いきいき教室 静岡競輪場あおい会館 

114 

28-04-S0102 

駿河区 小鹿 865-5 小鹿公民館 

東豊田地区社協 さわやかサロン 小鹿 小鹿公民館 

115 

28-04-S0025 

駿河区 池田 983 池田公民館 

東豊田地区社協 さわやかサロン 池田 池田公民館 

116 

28-04-S0135 

駿河区 聖一色 536 聖一色公民館 

東豊田地区社協 さわやかサロン ひじり 聖一色公民館 

117 

28-04-S0143 

駿河区 栗原 17-17 栗原公民館 

東源台地区社協 いきいき教室 栗の会 栗原公民館 

118 

28-04-S0047 

駿河区 国吉田 5-15-1 国吉田公民館 

東源台地区社協 いきいき教室 東源の会 国吉田公民館 

119 

28-04-S0093 

駿河区 谷田 26-5 谷田公民館 

東源台地区社協 いきいき教室 けやきの会 谷田公民館 

120 

28-04-S0113 

駿河区 大谷 4135-11 宮川公民館 

大谷地区社協 ふれあい交流会 宮川 宮川公民館 

121 

28-04-S0114 

駿河区 大谷 2890-24 洋光台ホール 

大谷地区社協 ふれあい交流会 洋光台 洋光台ホール 

122 

28-04-S0072 

駿河区 根古屋 289-1 久能の里地下研修室 

久能地区社協 いちごくらぶ 久能の里新館 

123 

30-01-S0257 

駿河区 手越 196-5 手越公民館 

長田北地区社協 手越ふれあいサロン 手越公民館 

124 

30-01-S0258 

駿河区 手越原 241-2 手越原公民館 

長田北地区社協 ふれあいサロン手越原 手越原公民館 

125 

30-05-S0262 

駿河区 向敷地 776 向敷地公民館 

長田北地区社協 ふれあいサロン向敷地 向敷地公民館 
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126 

28-04-S0157 

駿河区 丸子新田 486-2 丸子新田公民館 

長田東地区社協 たんぽぽ丸子新田 丸子新田公民館 

127 

28-04-S0043 

駿河区 東新田 3-11-36 東新田公民館 

長田東地区社協 たんぽぽ東新田 東新田公民館 

128 

28-05-S0186 

駿河区 東新田 4-1-25 市営東新田団地集会所 

長田東地区社協 たんぽぽあさひ 市営東新田団地集会所 

129 

28-04-S0154 

駿河区 鎌田 343-3 鎌田公民館 

長田東地区社協 たんぽぽ鎌田 鎌田公民館 

130 

28-04-S0075 

駿河区 みずほ 2-19-2 みずほ公民館 

長田東地区社協 たんぽぽみずほ みずほ公民館 

131 

28-04-S0065 

駿河区 丸子 1-8-39 佐渡公民館 

長田西地区社協 佐渡ふれあいサロン 佐渡公民館 

132 

28-04-S0144 

駿河区 丸子 3-2 丸子本町集会所 

長田西地区社協 長田西ふれあいサロン 丸子本町集会所 

133 

28-04-S0004 

駿河区 丸子 5-14-18 丸子ときわ町公民館 

長田西地区社協 丸子ときわ町ふれあいサロン 丸子ときわ町公民館 

134 

28-04-S0030 

駿河区 寺田 152-3 寺田公民館 

長田西地区社協 寺田ふれあいサロン 寺田公民館 

135 

28-04-S0007 

駿河区 北丸子 2-8 生陽会きぼうのつばさ 

長田西地区社協 北丸子ふれあいサロン 生陽会きぼうのつばさ 

136 

28-04-S0164 

駿河区 丸子 5471-1 二軒家老人つどいの家 

長田西地区社協 二軒家ふれあいサロン 二軒家老人つどいの家 

137 

28-04-S0158 

駿河区 下川原 6-1-6 かわはら会館 

川原地区社協 ふれあいサロン川原 かわはら会館 

138 

28-04-S0145 

駿河区 桃園町 19 下川原団地集会所 

川原地区社協 ふれあいサロン下川原 下川原団地集会所 

139 

28-04-S0032 

駿河区 広野 4-5-3 広野公民館 

長田南地区社協 広野ももくらぶ 広野公民館 

140 

28-04-S0110 

駿河区 青木 227-1 青木公民館 

長田南地区社協 青木うめくらぶ 青木公民館 

141 

28-04-S0109 

駿河区 用宗 4-1-6 用宗公民館 

長田南地区社協 用宗しらすくらぶ 用宗公民館 

142 

28-10-S0244 

駿河区 石部 43-22 石部公民館 

長田南地区社協 石部いそくらぶ 石部公民館 

143 

28-05-S0206 

清水区 辻 3-4-27 辻五区公民館 

辻地区社協 きらく会 辻五区公民館 
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144 

28-05-S0204 

清水区 辻 5-2-20 辻七区吉添自治会館 

辻地区社協 ゆうあい会 辻七区吉添自治会館 

145 

30-03-S0261 

清水区 矢倉町 5 辻六区公民館 

辻地区社協 矢倉あそびサロンうららか 辻六区公民館 

146 

28-04-S0173 

清水区 江尻東 2-2-15 伝馬町自治会館 

江尻地区社協 わいわい塾伝馬町会場 伝馬町自治会館 

147 

28-04-S0162 

清水区 小芝町 3-35 江尻生涯学習交流館 

江尻地区社協 小芝の杜 江尻生涯学習交流館 

148 

28-04-S0009 

清水区 高橋南町 8 高橋南町自治会館 

江尻地区社協 わいわい塾高橋南 高橋南町自治会館 

149 

28-04-S0002 

清水区 大手 2-3-25 大手町自治会館 

江尻地区社協 わいわい塾大手会場 大手町自治会館 

150 

28-04-S0041 

清水区 入江 1-13-17 入江 1 丁目公民館 
入江地区社協 あそびり白髭会場 入江 1 丁目自治会館（白髭神社境
内） 

151 

28-04-S0042 

清水区 入江 3-8-12 入江生涯学習交流館 

入江地区社協 遊びりテーションさくら 入江生涯学習交流館 

152 

28-04-S0140 

清水区 追分 4-2065-1 追分団地集会場 

入江地区社協 追分会場 追分団地集会所 

153 

28-04-S0076 

清水区 渋川 2-5-6 渋川自治会館 

入江地区社協 あそびり渋川会場 渋川自治会館 

154 

28-04-S0008 

清水区 淡島町 3-3 入江南町自治会館 

入江地区社協 遊びり油木 入江南町自治会館 

155 

28-04-S0040 

清水区 北脇新田 367 北脇新田自治会館 

入江地区社協 北脇新田会場 北脇新田自治会館 

156 

28-04-S0077 

清水区 島崎町 6-33 恵比寿神社 

浜田地区社協 さんさん浜田 島崎町恵比寿会館 

157 

28-04-S0166 

清水区 巴町 7-6-2 巴町自治会館 

浜田地区社協 さんさん浜田 巴町自治会館 

158 

28-04-S0021 

清水区 浜田町 4-7 浜田自治会館 

浜田地区社協 さんさん浜田 浜田自治会館 

159 

28-04-S0165 

清水区 万世町 1-1-16 万世町一丁目自治会館 

浜田地区社協 さんさん浜田 万世町一丁目自治会館 

160 

28-04-S0137 

清水区 上 2-2-2 上二丁目自治会館 

岡地区社協 わかばの会 Dブロック 上二丁目自治会館 

161 

28-04-S0105 

清水区 南岡町 7-37 南岡町自治会館 

岡地区社協 わかばの会 Aブロック 南岡町自治会館 
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162 

28-05-S0192 

清水区 川原町 24-1 川原町自治会館 

岡地区社協 わかばの会 Bブロック 川原町自治会館 

163 

28-04-S0006 

清水区 堂林 2-18-25 堂林自治会館 

岡地区社協 わかばの会 Cブロック 堂林自治会館 

164 

28-04-S0133 

清水区 桜が丘町 7-1 岡生涯学習交流館 

岡地区社協 わかばの会 Eブロック 岡生涯学習交流館 

165 

28-04-S0057 

清水区 船原 2-12-7 船原自治会館 

船越地区社協 船越さくらサロン 船原自治会館 

166 

28-04-S0092 

清水区 船越南町 798-6 船越南町自治会館 

船越地区社協 船越さくらサロン 船越南町自治会館 

167 

28-04-S0020 

清水区 南矢部 969-2 南矢部自治会館 

船越地区社協 船越さくらサロン 南矢部会場 

168 

28-04-S0098 

清水区 有東坂 439-1 有東坂今泉一区自治会館 

船越地区社協 船越さくらサロン 有東坂今泉一区自治会館 

169 

28-05-S0183 

清水区 有東坂 1-357-4 有東坂二区自治会館 

船越地区社協 船越さくらサロン 有東坂二区自治会館 

170 

31-07-S0269 

清水区 美濃輪町 5-4 美濃輪町自治会館 

清水地区社協 あやめ会 美濃輪町自治会館 

171 

28-05-S0184 

清水区 村松 1-2-2 村松中自治会館 

不二見地区社協 ニコニコ会 村松中自治会館 

172 

28-04-S0035 

清水区 村松 2041-1 妙音寺自治会館 

不二見地区社協 ニコニコ会 妙音寺自治会館 

173 

28-04-S0083 

清水区 村松 229 村松南公民館 

不二見地区社協 ニコニコ会 村松南自治会館 

174 

28-06-S0214 

清水区 宮加三 367 宮加三自治会館 

不二見地区社協 ニコニコ会 宮加三自治会館 

175 

28-04-S0085 

清水区 緑が丘町 16-10 緑が丘自治会館 

不二見地区社協 ニコニコ会 緑が丘自治会館 

176 

28-04-S0061 

清水区 日立町 15-14 日立自治会館 

不二見地区社協 ニコニコ会 日立自治会館 

177 

28-04-S0036 

清水区 沼田町 10-10 沼田町自治会館 

不二見地区社協 ニコニコ会 沼田自治会館 

178 

28-04-S0171 

清水区 駒越南町 9-50 清水南部交流センター 

駒越地区社協 はまじの会 南部交流センター 

179 

28-04-S0172 

清水区 殿沢 1-14-24 殿沢一丁目自治会館 

駒越地区社協 あじさいの会 殿沢一丁目自治会館 
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180 

28-04-S0111 

清水区 殿沢 2-5-18 住民サロンこまごえ 

駒越地区社協 まんがんの会 住民サロンこまごえ 

181 

28-04-S0169 

清水区 増 187-1 増公民館 

駒越地区社協 いちごの会 増自治会館 

182 

28-04-S0011 

清水区 三保 705-10 塚間自治会館 

三保地区社協 ふれあい浜風 塚間自治会館 

183 

28-04-S0081 

清水区 三保 1074-8 三保生涯学習交流館 

三保地区社協 ふれあい浜風 三保生涯学習交流館 

184 

28-04-S0099 

清水区 三保 874-1 宮方三区自治会館 

三保地区社協 ふれあい浜風 宮方三区自治会館 

185 

28-05-S0209 

清水区 三保 3227-1 本町二区会場 

三保地区社協 ふれあい浜風 本町二区自治会館 

186 

28-05-S0210 

清水区 三保 3450-3 本町三区自治会館 

三保地区社協 ふれあい浜風 本町三区自治会館 

187 

28-04-S0017 

清水区 折戸 3-19-40 清水松風荘 

折戸地区社協 ふれあいの会 しおかぜ 清水松風荘 

188 

28-04-S0068 

清水区 折戸 3-19-40 松風荘 

折戸地区社協 ふれあいの会 浜っ子 折戸松風荘会場 

189 

28-04-S0089 

清水区 折戸 4-8-53 
清水折戸老人福祉センター
羽衣荘 

折戸地区社協 ふれあいの会 羽衣 羽衣荘 

190 

28-07-S0239 

清水区 八坂東 1-7-8 八坂町自治会館 

飯田地区社協 コスモス会 八坂町自治会館 

191 

28-06-S0218 

清水区 八坂北 2-8-8 八坂北自治会館 

飯田地区社協 八坂北 きんもくせい 八坂北自治会館 

192 

28-06-S0223 

清水区 高橋 2-1-24 高橋町東自治会館 

飯田地区社協 まごころ会 高橋町東自治会館 

193 

28-06-S0219 

清水区 高橋 4-19-1 清水高橋町中自治会館 

飯田地区社協 カトレア会 清水高橋町中自治会館 

194 

28-05-S0213 

清水区 高橋 5-3-15 高橋西自治会館 

飯田地区社協 高橋西 かぼちゃの会 高橋西自治会館 

195 

28-06-S0220 

清水区 下野東 4-26 下野南団地集会室 

飯田地区社協 なかよし会 下野南団地集会室 

196 

28-06-S0229 

清水区 下野東 11 下野東集会所 

飯田地区社協 おげんきかい 下野東集会所 

197 

28-06-S0224 

清水区 下野緑町 564-3 下野三丁目自治会館 
飯田地区社協 下野三丁目 S 型デイサービス”ひまわり会” 下野三
丁目自治会館 
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198 

29-06-S0254 

清水区 下野中 2-38 下野四丁目自治会館 

飯田地区社協 よつば会 下野四丁目自治会館 

199 

28-06-S0222 

清水区 山原 488-1 山原自治会館 

飯田地区社協 さくら会 山原自治会館 

200 

28-06-S0221 

清水区 蜂ケ谷 154-2 蜂ケ谷自治会館 

飯田地区社協 蜂ケ谷会場 蜂ケ谷自治会館 

201 

28-06-S0215 

清水区 石川本町 9-23 石川自治会館 

飯田地区社協 石川 石川自治会館 

202 

28-07-S0236 

清水区 梅ケ谷 36 竜南自治会館 

高部地区社協 竜の子会 竜南自治会館 

203 

28-07-S0238 

清水区 梅ケ谷 615 梅ケ谷自治会館 

高部地区社協 かしま会 梅ヶ谷自治会館 

204 

28-07-S0234 

清水区 柏尾 120 柏尾自治会館 

高部地区社協 かしわ会 柏尾自治会館 

205 

28-07-S0231 

清水区 押切 14-2 旭ヶ丘自治会 

高部地区社協 あさひ会 旭ヶ丘団地集会所 

206 

28-07-S0233 

清水区 押切 930-7 押切南自治会館 

高部地区社協 みなみ会 押切南自治会館 

207 

28-07-S0237 

清水区 押切 2448 押切自治会館 

高部地区社協 押切はちまん会 押切自治会館 

208 

28-07-S0232 

清水区 能島 295-10 能島自治会館 

高部地区社協 能島ぱる会 能島自治会館 

209 

28-05-S0195 

清水区 大内 664-2 大内自治会館 

高部地区社協 大内さくら会 大内自治会館 

210 

28-07-S0235 

清水区 鳥坂 543-3 鳥坂自治会館 

高部地区社協 つくし会 鳥坂自治会館 

211 

28-05-S0211 

清水区 北脇 477-5 北脇自治会館 

有度地区社協 やまももの会 北脇自治会館 

212 

28-04-S0039 

清水区 長崎 378 長崎自治会館 

有度地区社協 長崎やよいの会 長崎自治会館 

213 

28-04-S0046 

清水区 楠新田 393 楠新田自治会館 

有度地区社協 楠新田会場 楠新田自治会館 

214 

28-04-S0044 

清水区 中之郷 2-10-7 中之郷自治会館 

有度地区社協 中之郷会場 中之郷自治会館 

215 

28-04-S0161 

清水区 草薙  草薙団地自治会館 

有度地区社協 草薙会場 草薙団地自治会館 
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216 

30-01-S0259 

清水区 草薙 1-19-6 草薙東西自治会館 

有度地区社協 くさなぎ中央会場 草薙東西自治会館 

217 

28-04-S0100 

清水区 草薙一里山 7-13 有度公民館通り自治会館 

有度地区社協 S型公平くん 有度公民館通り自治会館 

218 

28-04-S0138 

清水区 草薙杉道 3-10-8 山の手自治会館 

有度地区社協 山の手会場 山の手自治会館 

219 

29-04-S0251 

清水区 上原 1-5-30 上原自治会館 

有度地区社協 さくら S型デイサービス 上原自治会館 

220 

28-04-S0104 

清水区 西久保 151-3 西久保自治会館 

袖師地区社協 さわやかクラブ 西久保自治会館・6区自治会館 

221 

28-04-S0082 

清水区 袖師町 1219-33 袖師町自治会館 

袖師地区社協 ふれあいサロン 袖師町自治会館（嶺会館） 

222 

28-04-S0051 

清水区 横砂東町 219-12 浄見荘 

袖師地区社協 すこやかくらぶ 横砂自治会館（浄見荘） 

223 

28-05-S0199 

清水区 庵原町 751-1 小里町内会館 

庵原地区社協 ひまわりの友 小里町内会館 

224 

28-05-S0201 

清水区 庵原町 1762-1 小路会館 

庵原地区社協 ひまわりの友 小路自治会館 

225 

28-04-S0174 

清水区 原 266-1 原自治会館 

庵原地区社協 ひまわりの友 原自治会館 

226 

28-05-S0197 

清水区 伊佐布 376-2 伊佐布自治会館 

庵原地区社協 ひまわりの友 伊佐布自治会館 

227 

28-04-S0168 

清水区 吉原  吉原自治会館 

庵原地区社協 ひまわりの友 吉原自治会館 

228 

28-05-S0202 

清水区 杉山 6 杉山自治会館 

庵原地区社協 ひまわりの友 杉山自治会館 

229 

28-05-S0196 

清水区 山切 980-1 山切自治会館 

庵原地区社協 ひまわりの友 山切自治会館 

230 

28-05-S0200 

清水区 尾羽 337-1 尾羽自治会館 

庵原地区社協 ひまわりの友 尾羽自治会館 

231 

28-05-S0198 

清水区 茂畑 350 茂畑自治会館 

庵原地区社協 ひまわりの友 茂畑自治会館 

232 

28-04-S0139 

清水区 興津清見寺町 115 興津清見寺町公民館 

興津地区社協 あいあいくらぶ清見寺 興津清見寺町公民館 

233 

28-04-S0045 

清水区 興津本町 829 興津生涯学習交流館 

興津地区社協 本町あいあいくらぶ 興津生涯学習交流館 
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234 

28-04-S0028 

清水区 興津中町 1288 清水東部老人憩の家 

興津地区社協 中北あいあいくらぶ 清水東部老人憩いの家 

235 

28-04-S0029 

清水区 興津中町 233-4 興津中町自治会館 

興津地区社協 あいあいくらぶ 興津中町自治会館 

236 

28-04-S0086 

清水区 興津中町 625-1 県団集会所 

興津地区社協 県団あいあいくらぶ 興津県営団地自治会館 

237 

28-04-S0156 

清水区 興津東町 891-12 先 東町自治会館内 

興津地区社協 東町あいあいくらぶ 興津東町自治会館 

238 

28-04-S0091 

清水区 興津井上町 121-1 興津井上町自治会館 

興津地区社協 あいあいくらぶ 興津井上町自治会館 

239 

28-04-S0033 

清水区 承元寺町 289-1 承元寺公民館 

興津地区社協 あいあいくらぶ 承元寺町自治会館 

240 

28-04-S0037 

清水区 谷津町 1-360 谷津自治会館 

興津地区社協 あいあいくらぶ 谷津町自治会館 

241 

28-04-S0097 

清水区 八木間町 476-5 八木間町自治会館 

興津地区社協 八木間あいあいくらぶ 八木間町自治会館 

242 

28-04-S0049 

清水区 小島町 781-1 小島町自治会館 

小島地区社協 ききょうの会 小島町自治会館 

243 

28-04-S0177 

清水区 立花 150-1 立花自治会館 

小島地区社協 ききょうの会 立花自治会館 

244 

28-04-S0048 

清水区 但沼町 853-3 但沼町自治会館 

小島地区社協 ききょうの会 但沼町自治会館 

245 

28-04-S0175 

清水区 小河内 2773-2 小河内自治会館 

小島地区社協 ききょうの会 小河内自治会館 

246 

28-04-S0176 

清水区 宍原 855-1 宍原自治会館 

小島地区社協 ききょうの会 宍原自治会館 

247 

28-04-S0150 

清水区 中河内 2717 レジデンス花 

両河内地区社協 つくしの会 中河内レジデンス花 

248 

28-04-S0152 

清水区 中河内 710-2 小川自治会館 

両河内地区社協 ふれあいの集い 小川自治会館 

249 

28-04-S0153 

清水区 和田島 681 和田島自治会館 

両河内地区社協 にこにこ会 和田島自治会館 

250 

28-04-S0155 

清水区 茂野島 228 茂野島自治会館 

両河内地区社協 たけのこの会 茂野島自治会館 

251 

28-04-S0151 

清水区 河内 454-3 河内自治会館 

両河内地区社協 山吹の会 河内自治会館 
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252 

28-04-S0149 

清水区 大平 139-1 大平自治会館 

両河内地区社協 大平せせらぎの会 大平自治会館 

253 

28-04-S0127 

清水区 蒲原神沢 398-2 神沢公民館 

蒲原地区社協 神沢やまももの会 神沢公民館 

254 

29-09-S0256 

清水区 蒲原堰沢 455-1 
蒲原西部コミュニティセン
ター 

蒲原地区社協 堰沢はまかぜ会 蒲原西部コミュニティセンター 

255 

28-04-S0124 

清水区 蒲原新田 2-16-15 新田区公民館 

蒲原地区社協 和歌宮ゆうゆう会 新田区公民館 

256 

28-04-S0117 

清水区 蒲原 1-14-13 諏訪町自治会館 

蒲原地区社協 もてなし会 諏訪町会館 

257 

28-04-S0118 

清水区 蒲原 3-21-20 蒲原西町自治会館 

蒲原地区社協 西木戸会 蒲原西町自治会館 

258 

28-04-S0129 

清水区 蒲原 3-17-24 本町会館 

蒲原地区社協 はなみずき 本町自治会館 

259 

28-04-S0119 

清水区 蒲原 4-30-19 新諏訪自治会館 

蒲原地区社協 ふきあげ 堀川水神社・新諏訪自治会館 

260 

28-04-S0120 

清水区 蒲原 7-69 新栄公民館 

蒲原地区社協 新栄ときめき会 新栄自治会館 

261 

28-04-S0128 

清水区 蒲原 5373 日の出町公民館 

蒲原地区社協 あけぼの 日の出町公民館 

262 

28-04-S0122 

清水区 蒲原東 4980-10 
蒲原東部コミュニティセン
ター 

蒲原地区社協 東ひだまりの会 蒲原東部コミュニティセンター 

263 

28-11-S0247 

清水区 由比 656-12 第五町内会集会所 

由比地区社協 由比コスモス会 第五町内集会所 

264 

28-05-S0190 

清水区 由比北田 127-32 北田公会堂 

由比地区社協 オレンジ会 北田公会堂 

265 

28-04-S0142 

清水区 由比町屋原 185-1 町屋原自治会館 

由比地区社協 このはな会 町屋原自治会館 

266 

28-04-S0062 

清水区 由比今宿 368-10 今宿自治会館 

由比地区社協 今宿いきいき会 今宿自治会館 

267 

28-04-S0101 

清水区 由比寺尾 462 寺尾自治会館 

由比地区社協 日の出会 寺尾自治会館 

268 

28-04-S0116 

清水区 由比阿僧 95-1 阿僧自治会館 

由比地区社協 みちくさ会 阿僧自治会館 

269 

28-04-S0106 

清水区 由比東山寺 567 東山寺自治会館 

由比地区社協 ひまわり会 東山寺自治会館 

 


