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地域 設置市町 名                   称 住           所 施    設    名 電話番号

川根本町社会福祉協議会 榛原郡川根本町上岸90 川根本町福祉センター事務所 0547-59-2315

川根本町社会福祉協議会
榛原郡川根本町上長尾990 川根本町中川根高齢者デイサービスセンター事

務所
0547-56-1872

葵区役所 静岡市葵区追手町5-1 葵区役所１階総合案内 054-221-1080

駿河区役所 静岡市駿河区南八幡町10-40 駿河区役所１階総合案内 054-287-8653

清水区役所 静岡市清水区旭町6-8 清水区役所１階総合案内 054-354-2103

一般社団法人静岡県労働者福祉協議会 静岡市葵区黒金町5-1 勤労者総合会館 054-221-6241

公益財団法人静岡県福祉基金協会 静岡市葵区黒金町5-1 勤労者総合会館3階 054-273-3000

静岡市社会福祉協議会 ボランティア・市民活動セン
ター静岡

静岡市葵区城内町1-1 静岡市中央福祉センター内 054-254-6330

静岡市社会福祉協議会 地域福祉交流プラザ 静岡市葵区城東町24-1 静岡市城東保健福祉エリア 保健福祉複合棟内 054-249-3183

静岡市社会福祉協議会 駿河区地域福祉推進セン
ター

静岡市駿河区南八幡3-1 2階 静岡市地域福祉共生センター 054-280-6150

静岡市社会福祉協議会ボランティア・市民活動セン
ター清水

静岡市清水区宮代町1-1 静岡市清水社会福祉会館はーとぴあ清水内 054-371-0290

ふじのくにNPO活動センター 静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル2階内 054-260-7601

ユーコープしずおか県本部 静岡市葵区呉服町1-3-14 YS静岡呉服町ビル8階 054-272-6811

生活協同組合ユーコープ 静岡市清水区下野東5-1 ミオクチーナ下野東店 054-361-5070

生活協同組合ユーコープ 静岡市清水区八千代町7-21 八千代店 054-352-7111

生活協同組合ユーコープ 静岡市葵区千代田7-4-7 ミオクチーナ千代田店 054-264-1991

生活協同組合ユーコープ 静岡市葵区水道町35-1 水道店 054-271-4787

生活協同組合ユーコープ 静岡市葵区北安東2-1-6 城北店 054-247-1326

生活協同組合ユーコープ 静岡市駿河区みずほ4-4-2 みずほ店 054-258-4446

静岡市清水市民活動センター 静岡市清水区港町2-1-1 静岡市清水市民活動センター 054-340-1010

静岡市番町市民活動センター 静岡市葵区一番町50 静岡市番町市民活動センター1階 054-273-1212

NPO法人静岡県ボランティア協会 静岡市葵区駿府町1-70 静岡県総合社会福祉会館2階内 054-255-7357

認定特定非営利活動フードバンクふじのくに 静岡市葵区宮ヶ崎町53 054-248-6177

認定特定非営利活動フードバンクふじのくに 静岡市葵区一番町50 番町市民活動センター２階ブース内 054-248-6177

島田市役所 島田市中央町1-1 島田市役所内 0547-36-7158

島田市役所   金谷南支所 島田市金谷本町2014-2 島田市役所 金谷南支所内 0547-46-3566

島田市役所   川根支所 島田市川根町家山4153-6 島田市役所 川根支所内 0547-53-4580

六合公民館 島田市道悦5-13-3 六合公民館    ロクティー内 0547-37-3087

初倉公民館 島田市阪本1336-1 初倉公民館    くらら内 0547-38-0002

生活協同組合ユーコープ 島田市本通3-3-3 おびりあ1階 島田おびりあ店 0547-35-5060

藤枝市役所 藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所内 054-643-3161

藤枝市役所   岡部支所 藤枝市岡部町岡部6-1 藤枝市役所 岡部支所内 054-667-3411

藤枝市文化センター 藤枝市駅前2-1-5 文化センター内 054-641-1111

藤枝市社会福祉協議会 藤枝市岡部町内谷1400-1 福祉センターきすみれ内 054-667-2940

藤枝市社会福祉協議会 藤枝市瀬戸新屋83-6 在宅福祉センター内 054-643-3511

藤枝市生涯学習センター・地区交流センター西館 藤枝市茶町1-5-5 生涯学習センター内 054-646-3211

藤の瀬会館・瀬戸谷地区交流センター 藤枝市本郷876 054-639-0120

稲葉地区交流センター 藤枝市寺島851 054-643-5005

葉梨地区交流センター 藤枝市下之郷107-1 054-638-1376

広幡地区交流センター 藤枝市鬼島387 054-643-1766

西益津地区交流センター 藤枝市立花2-6-8 054-641-8862

※静鉄ストア全34店舗・スーパー富士屋（焼津南店・焼津3丁目店・田尻店・東名店）でも随時食料の受け取りをしております。
回収BOXがない場合はサービスカウンターまでお問合せ下さい。
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青島北地区交流センター 藤枝市南新屋14-1 054-645-2300

青島南地区交流センター 藤枝市青葉町3-7-30 054-636-3765

高洲地区交流センター 藤枝市高柳4-9-13 054-635-1458

大洲地区交流センター 藤枝市大洲3-17-12 054-636-0059

岡部支所分館 藤枝市岡部町内谷601-3 市民ホールおかべ内 054-667-3755

藤枝地区交流センター 藤枝市五十海3-12-1 054-631-6451

牧之原市社会福祉協議会相良事務所 牧之原市須々木140 相良総合センターい～ら内 0548-52-3500

牧之原市社会福祉協議会榛原事務所 牧之原市静波172-1 老人福祉センター龍眼荘内 0548-22-5187

牧之原市役所   社会福祉課 牧之原市静波447-1 牧之原市役所 榛原庁舎 0548-23-0070

牧之原市役所   社会福祉課 牧之原市相良275 牧之原市役所相良庁舎 0548-53-2600

牧之原市役所   社会福祉課 牧之原市静波991-1 牧之原市総合健康福祉センター 0548-23-0076

焼津市役所   地域福祉課 焼津市本町5-6-1 焼津市役所アトレ庁舎 054-626-1127

焼津公民館 焼津市本町5-6-1 焼津市役所アトレ庁舎 054-626-0888

東益津公民館 焼津市石脇上65 054-628-2607

大村公民館 焼津市大覚寺3-5-5 054-629-3351

豊田公民館 焼津市小屋敷258-1 054-627-7310

小川公民館 焼津市小川2724-1 054-624-8191

大富公民館 焼津市中根新田93-1 054-624-4302

和田公民館 焼津市田尻1992-2 054-623-1570

港公民館 焼津市石津港町40-1 054-624-8855

大井川公民館 焼津市宗高900 054-622-3111

焼津市社会福祉協議会 焼津市大覚寺3-2-2 焼津市総合福祉会館ウェルシップやいづ内 054-626-1127

焼津市社会福祉協議会 焼津市宗高572-1 焼津市大井川福祉センターほほえみ内 054-662-0610

吉田町 吉田町社会福祉協議会 榛原郡吉田町片岡795-1 吉田町健康福祉センターはぁとふる 0548-34-1800

磐田市役所   福祉課 磐田市国府台57-7 iプラザ1階社会福祉協議会前 0538-37-4814

磐田市社会福祉協議会 磐田市国府台57-7 0538-37-4814

生活協同組合ユーコープ 磐田市国府台97-1 国府台店 0538-32-0003

御前崎市社会福祉協議会 御前崎市白羽5402-10 ふれあい福祉センターなごみ 0548-63-5294

御前崎市社会福祉協議会 御前崎市池新田1359-1 浜岡福祉会館 0537-86-8066

御前崎市役所 御前崎市池新田5585 御前崎市役所西館福祉課内 0537-85-1121

湖西市役所 湖西市古見1044 湖西市健康福祉センターおぼと 053-575-0294

湖西市社会福祉協議会 湖西市古見1044 湖西市健康福祉センターおぼと 053-575-0294

掛川市役所福祉課 掛川市長谷1-1-1 掛川市役所本庁舎１階 0537-21-1140

掛川市役所   大東支所 掛川市三俣620 0537-72-1111

掛川市役所   大須賀支所 掛川市西大淵100 0537-48-1000

掛川市社会福祉協議会 掛川市掛川910-1 0537-22-1294 

生活協同組合ユーコープ 掛川市緑ケ丘2-8-1 緑ヶ丘店 0537-22-1881

菊川市 菊川市社会福祉協議会 菊川市半済1865 菊川市総合保健福祉センター 0537-35-3724

浜松市役所 浜松市中区元城町103-2 浜松市役所本館1階 053-457-2032

浜松市社会福祉協議会   浜松市ボランティアセン
ター

浜松市中区成子町140-8 福祉交流センター 053-453-0553

浜松市社会福祉協議会   浜松地区センター東区事
務所

浜松市東区流通元町20-3 東区役所1階 053-422-3737

浜松市社会福祉協議会   西地区センター 浜松市西区舞阪町舞阪2701-
9

舞阪協働センター3階 053-596-1730

浜松市社会福祉協議会   北地区センター 浜松市北区細江町気賀4581 細江介護予防センター 053-527-2941

浜松市社会福祉協議会   北地区センター引佐事務
所

浜松市北区引佐町井伊谷
616-5

引佐協働センター2階 053-542-3486

浜松市社会福祉協議会   北地区センター三ヶ日事
務所

浜松市北区三ヶ日町宇志803 三ヶ日総合福祉センター 053-524-1514

浜松市社会福祉協議会   浜北地区センター 浜松市浜北区小林1272-1 浜北高齢者ふれあい福祉センター 053-586-4499
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浜松市社会福祉協議会   天竜地区センター 浜松市天竜区二俣町二俣
530-18

天竜保健福祉センター 053-926-0322

浜松市社会福祉協議会   天竜地区センター龍山事
務所

浜松市天竜区龍山町戸倉
711-2

龍山保健センター 053-969-0082

浜松市社会福祉協議会   天竜地区センター春野事
務所

浜松市天竜区春野町宮川
1330

春野福祉センター 053-989-1261

浜松市社会福祉協議会   天竜地区センター水窪事
務所

浜松市天竜区水窪町奥領家
2980-1

水窪協働センター 053-982-0046

浜松市社会福祉協議会   天竜地区センター佐久間
事務所

浜松市天竜区佐久間町中部
18-11

佐久間協働センター2階 053-965-0294

浜松市社会福祉協議会   老人福祉センターいたや 浜松市中区板屋町596 いきいきプラザ中央１階    老人福祉センターい
たや

053-413-5570

浜松市社会福祉協議会   老人福祉センター江之島
荘

浜松市南区江之島町606 老人福祉センター江之島荘 053-425-9907

浜松市社会福祉協議会   老人福祉センター可美荘 浜松市南区増楽町1645-1 老人福祉センター可美荘 053-440-0571

浜松市社会福祉協議会   老人福祉センター青龍荘 浜松市中区青屋町300 いきいきプラザ天竜川１階    老人福祉センター
青龍荘

053-422-2161

浜松市社会福祉協議会   老人福祉センター萩原荘 浜松市北区初生町1 老人福祉センター萩原荘 053-439-4178

浜松市社会福祉協議会   老人福祉センター湖東荘 浜松市西区和地町1833-1 老人福祉センター湖東荘 053-486-0650

浜松市社会福祉協議会   老人福祉センター湖南荘 浜松市西区馬郡町3805-1 老人福祉センター湖南荘 053-596-1866

認定特定非営利活動法人   浜松NPOネットワークセ
ンター

浜松市中区佐鳴台3-52-23 浜松NPOネットワークセンター内 053-445-3717

生活協同組合ユーコープ 浜松市中区小豆餅3-2-34 ミオクチーナ小豆餅店 053-473-5520

生活協同組合ユーコープ 浜松市中区富塚町2030-1 富塚店 053-474-6331

生活協同組合ユーコープ 浜松市南区参野町46 さんじの店 053-441-8787

生活協同組合ユーコープ 浜松市天竜区佐久間町佐久
間2344-1

佐久間店 053-965-0616

奥浜名湖田園空間博物館 浜松市北区細江町気賀4585 053-527-1120

袋井市役所 袋井市新屋1-1-1 袋井市役所内 0538-44-3121

袋井市役所   浅羽支所 袋井市浅名1028 袋井市役所浅羽支所内 0538-23-4867

袋井市社会福祉協議会 袋井市久能2515-1 はーとふるプラザ袋井（総合健康センター） 0538-43-3020

生活協同組合ユーコープ 袋井市田町1-10-7 ミオクチーナ袋井田町店 0538-43-7020

森町 森町社会福祉協議会 周智郡森町森50-1 森町保健福祉センター 0538-85-5769

熱海市社会福祉協議会 熱海市中央町1-26 福祉センター4階 0557-86-1339

熱海地区地域包括支援センター 熱海市緑ヶ丘町9-7 0557-86-0005

伊豆市役所社会福祉課 伊豆市小立野66-1 生きいきプラザ 0558-72-9862

伊豆市社会福祉協議会 伊豆市八幡33-1 ふれあいプラザ 0558-83-3013

伊豆の国市役所   大仁支所 伊豆の国市田京299-6 伊豆の国市役所大仁支所 0558-76-8000

伊豆の国市社会福祉協議会 伊豆の国市四日町302-1 伊豆の国市韮山福祉・保健センター 055-949-5818

伊東市役所 伊東市大原2-1-1 伊東市役所内 0557-32-1534

伊東市社会福祉協議会 伊東市桜木町2-2-3 伊東市健康福祉センター内 0557-36-5512

小山町 小山町社会福祉協議会 駿東郡小山町小山75-7 小山町健康福祉会館2階 0550-76-9906

河津町 河津町役場 賀茂郡河津町田中212-2 河津町保健福祉センター 0558-34-1937

函南町社会福祉協議会 田方郡函南町平井717-28 函南町保健福祉センター 社協内 055-978-9288

函南町役場 田方郡函南町平井717-13 福祉課前

御殿場市 御殿場市社会福祉協議会 御殿場市萩原988-1 御殿場市民交流センターふじざくら 0550-70-7577

清水町役場 駿東郡清水町堂庭210-1 清水町役場健康福祉課 055-981-8214

清水町防災センター 駿東郡清水町徳倉1603-40 清水町防災センター 055-932-3333

清水町社会福祉協議会 駿東郡清水町堂庭221-1 清水町福祉センター1階 055-981-1665

下田市 下田市社会福祉協議会 下田市4-1-1 下田市総合福祉会館 0558-22-3294

裾野市役所 裾野市佐野1059 社会福祉課 055-995-1819

裾野市社会福祉協議会 裾野市石脇524-1 裾野市福祉保健会館 055-992-5750
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西伊豆町社会福祉協議会 賀茂郡西伊豆町宇久須258-4 加茂健康センター 0558-55-1313

西伊豆町役場 賀茂郡西伊豆町仁科393 西伊豆町福祉センター 0558-52-1961

沼津市役所 沼津市御幸町16-1 庁舎１階総合案内横 055-934-4825

片浜市民窓口事務所 沼津市大諏訪４６－１ 055-962-2083

金岡市民窓口事務所 沼津市江原町３－１ 055-921-2084

大岡市民窓口事務所 沼津市大岡２３５７－１ 055-921-2085

愛鷹市民窓口事務所 沼津市東原３５８－１ 055-966-2490

浮島市民窓口事務所 沼津市平沼３７５－１ 055-966-2009

原市民窓口事務所 沼津市原１２００－３ 055-966-1001

静浦市民窓口事務所 沼津市獅子浜３４ 055-931-3004

内浦市民窓口事務所 沼津市内浦三津２４９－３ 055-943-2044

西浦市民窓口事務所 沼津市西浦立保２２－１ 055-942-2002

大平市民窓口事務所 沼津市大平２１９７－１ 055-934-3290

戸田市民窓口事務所 沼津市戸田１２９４－３ 0558-94-3111

沼津市社会福祉協議会 沼津市日の出町1-15 サンウェルぬまづ 055-922-1500

ふじのくに東部ＮＰＯ活動センター 沼津市大手1-1-3 沼津商連会館ビル３階 055-951-8500

生活協同組合ユーコープ 沼津市新沢田町2-43 ミオクチーナ新沢田店 055-925-5200

長泉町社会福祉協議会 駿東郡長泉町下土狩967-2 長泉町福祉会館 055-988-3920

生活協同組合ユーコープ 駿東郡長泉町桜堤2-13-6 桜づつみ店 055-988-9928

東伊豆町社会福祉協議会 賀茂郡東伊豆町奈良本908-8 東伊豆町立図書館 0557-22-1111

東伊豆町社会福祉協議会 賀茂郡東伊豆町稲取3354 東伊豆町役場 0557-95-1100

東伊豆町社会福祉協議会 賀茂郡東伊豆町白田306 東伊豆町保健福祉センター 0557-22-1294

富士市社会福祉協議会 富士市本市場432-1 富士市フィランセ東館１階くらし・しごと相談窓口 0545-64-6969

富士市役所 富士市永田町1-100 富士市役所福祉こども部生活支援課 0545-55-2886

吉原まちづくりセンター 富士市高嶺町6-3 0545-53-1580

伝法まちづくりセンター 富士市伝法2743-2 0545-51-4091

今泉まちづくりセンター 富士市今泉7-12-37 0545-51-4200

青葉台まちづくりセンター 富士市一色288-4 0545-22-0600

吉永まちづくりセンター 富士市比奈1447-1 0545-34-1014

元吉原まちづくりセンター 富士市大野新田744-2 0545-33-0170

須津まちづくりセンター 富士市中里1143-1 0545-34-0004

浮島まちづくりセンター 富士市西船津215-2 0545-38-0930

原田まちづくりセンター 富士市原田485 0545-52-0124

富士見台まちづくりセンター 富士市富士見台6-1-1 0545-21-7102

神戸まちづくりセンター 富士市三ツ沢600-1 0545-21-2203

吉永北まちづくりセンター 富士市鵜無ケ淵162-1 0545-21-3559

大淵まちづくりセンター 富士市大淵2885-4 0545-35-0002

富士駅北まちづくりセンター 富士市平垣本町6-13 0545-63-5211

富士北まちづくりセンター 富士市米之宮町288 0545-64-0099

富士駅南まちづくりセンター 富士市横割1-4-15 0545-63-2625

田子浦まちづくりセンター 富士市中丸232 0545-63-5209

富士南まちづくりセンター 富士市森下52-1 0545-64-3632

岩松まちづくりセンター 富士市松岡837-7 0545-63-5210

岩松北まちづくりセンター 富士市岩本88-1 0545-60-8008

富士川まちづくりセンター 富士市岩淵121 0545-81-1111

松野まちづくりセンター 富士市南松野1792-2 0545-56-1055

鷹岡まちづくりセンター 富士市久沢836-1 0545-71-3215

広見まちづくりセンター 富士市石坂470-5 0545-21-3444
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天間まちづくりセンター 富士市天間1106-1 0545-71-4007

丘まちづくりセンター 富士市厚原2099-14 0545-71-3961

生活協同組合ユーコープ 富士市中央町3-13-7 ミオクチーナ富士中央店 0545-55-2555

特定非営利活動法人ＰＯＰＯＬＯ 富士市本町4-6 フジスカイビル5階 0545-62-8255

富士宮市 富士宮市役所 富士宮市弓沢町150 富士宮市役所福祉総合相談課前 0544-22-1561

松崎町役場 賀茂郡松崎町宮内301-1 松崎町役場健康福祉課 0558-42-1111

松崎町社会福祉協議会 賀茂郡松崎町宮内272-2 松崎町総合福祉センター内 0558-42-2719

三島市役所 三島市北田町4-47 三島市役所    本館玄関ホール 055-983-2613

三島市社会福祉協議会 三島市南本町20-30 三島市社会福祉会館 055-972-3221

南伊豆町 南伊豆町社会福祉協議会 賀茂郡南伊豆町加納790 南伊豆健康福祉センター 0558-62-3156

松崎町

三島市
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