郵送は居住地の市区町村社会福祉協議会お願いいたします。
※横浜市、川崎市、相模原市にお住まいの方は、それぞれの区へ郵送をお願いします。
名

称

鶴見区社会福祉協議会
神奈川区社会福祉協議会
西区社会福祉協議会
中区社会福祉協議会
南区社会福祉協議会
港南区社会福祉協議会
保土ヶ谷区社会福祉協議会
旭区社会福祉協議会
磯子区社会福祉協議会
金沢区社会福祉協議会
港北区社会福祉協議会
緑区社会福祉協議会
青葉区社会福祉協議会
都筑区社会福祉協議会
戸塚区社会福祉協議会
栄区社会福祉協議会
泉区社会福祉協議会
瀬谷区社会福祉協議会
川崎区社会福祉協議会
幸区社会福祉協議会
中原区社会福祉協議会
高津区社会福祉協議会
宮前区社会福祉協議会
多摩区社会福祉協議会
麻生区社会福祉協議会
横須賀市社会福祉協議会
平塚市社会福祉協議会
鎌倉市社会福祉協議会
藤沢市社会福祉協議会
小田原市社会福祉協議
茅ヶ崎市社会福祉協議会
逗子市社会福祉協協議会
相模原市社会福祉協議会
相模原市社会福祉協議会
（南事務所）
相模原市社会福祉協議会
（緑事務所）
三浦市社会福祉協議会
秦野市社会福祉協議会
厚木市社会福祉協議会
大和市社会福祉協議会
伊勢原市社会福祉協議会
海老名市社会福祉協議会
座間市社会福祉協議会
南足柄市社会福祉協議会
綾瀬市社会福祉協議会
愛川町社会福祉協議会
清川村社会福祉協議会
葉山町社会福祉協議会
寒川町社会福祉協議会
大磯町社会福祉協議会
二宮町社会福祉協議会
中井町社会福祉協議会
大井町社会福祉協議会
松田町社会福祉協議会
山北町社会福祉協議会
開成町社会福祉協議会
箱根町社会福祉協議会
真鶴町社会福祉協議会
湯河原町社会福祉協議会

電話番号

〒

電話番号

045-504-5619
045-311-2014
045-450-5005
045-681-6664
045-260-2510
045-841-0256
045-341-9876
045-392-1123
045-751-0739
045-788-6080
045-547-2324
045-931-2478
045-972-8836
045-943-4058
045-866-8434
045-894-8521
045-802-2150
045-361-2117
044-246-5500
044-556-5500
044-722-5500
044-812-5500
044-856-5500
044-935-5500
044-952-5500
046-821-1301
0463-21-8813
0467-23-1075
0466-50-3525
0465-35-4000
0467-85-9650
046-876-6222
042-756-5034

230-0051
221-0825
220-0011
231-0023
232-0024
233-0003
240-0001
241-0022
235-0016
236-0021
222-0032
226-0019
225-0024
224-0006
244-0003
247-0005
245-0023
246-0021
210-0011
212-0023
211-0067
213-0001
216-0033
214-0014
215-0004
238-0041
254-0047
248-0012
251-0054
250-0055
253-0044
249-0005
252-0236

042-765-7065

252-0303 相模原市南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター内

042-775-8601

252-0131 相模原市緑区西橋本5-3-21 （緑区合同庁舎内）

046-888-7347
0463-84-7711
046-225-2947
046-200-6177
0463-94-9600
046-235-0220
046-266-2025
0465-73-1575
0467-77-8166
046-285-2111
046-287-1118
046-875-9889
0467-74-7621
0463-61-9390
0463-73-0294
0465-81-2261
0465-84-3294
0465-82-0294
0465-75-1294
0465-82-5222
0460-85-9000
0465-68-3313
0465-62-3700

238-0102
257-0054
243-0018
242-0004
259-1131
243-0492
252-0021
250-0105
252-1107
243-0301
243-0195
240-0112
253-0106
255-0003
259-0124
259-0153
258-0016
258-0003
258-0111
258-0021
250-0311
259-0201
259-0305

横浜市鶴見区鶴見中央4-37-37 リオベルデ鶴声2階
横浜市神奈川区反町1-8-4 はーと友神奈川内
横浜市西区高島2-7-1 ファーストプレイス横浜3階
横浜市中区山下町2 産業貿易センタービル4階
横浜市南区浦舟町3-46 浦舟複合福祉施設8階
横浜市港南区港南4-2-8 3階 港南区福祉保健活動拠点内
横浜市保土ケ谷区川辺町5-11 かるがも3階
横浜市旭区鶴ヶ峰1-6-35 ぱれっと旭内
横浜市磯子区磯子3-1-41 磯子センター5階
横浜市金沢区泥亀1-21-5 いきいきセンター金沢内
横浜市港北区大豆戸町13-1 吉田ビル206
横浜市緑区中山2-1-1 ハーモニーみどり内
横浜市青葉区市ヶ尾町1169-22 青葉区福祉保健活動拠点
横浜市都筑区荏田東4-10-3 港北ニュータウンまちづくり館内
横浜市戸塚区戸塚町167-25 戸塚区福祉保健活動拠点1階
横浜市栄区桂町279-29 栄区福祉保健活動拠点内
横浜市泉区和泉中央南5-4-13 泉福祉保健活動拠点ふれあいホーム内
横浜市瀬谷区二ツ橋町469 せやまる・ふれいあ館内
川崎市川崎区富士見1-6-3 読売富士見ビル B-1棟6階
川崎市幸区戸手本町1-11-5 川崎市さいわい健康福祉プラザ （福祉パルさいわい内）
川崎市中原区今井上町1-34 和田ビル1階 （福祉パルなかはら内）
川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階 （福祉パルたかつ内）
川崎市宮前区宮崎2-6-10 宮崎台ガーデンオフィス4階 （福祉パルみやまえ内）
川崎市多摩区登戸1891 第3井出ビル3階 （福祉パルたま内）
川崎市麻生区万福寺1-2-2 新百合21ビル１階 （福祉パルあさお内）
横須賀市本町2-1 横須賀市立総合福祉会館2階
平塚市追分1-43 福祉会館内
鎌倉市御成町20-21 市福祉センター内
藤沢市朝日町1-1 藤沢市役所分庁舎1階
小田原市久野115-2 おだわら総合医療福祉会館内
茅ヶ崎市新栄町13-44 さがみ農協ビル2階
逗子市桜山5-32-1 逗子市福祉会館内
相模原市中央区富士見6-1-20 あじさい会館内

三浦市南下浦町菊名1258-3 三浦市総合福祉センター内
秦野市緑町16-3 市保健福祉センター内
厚木市中町1-4-1 厚木市総合福祉センター内
大和市鶴間1-25-15 大和市役所第2分庁舎
伊勢原市伊勢原2-7-31 伊勢原シティプラザ1階
海老名市勝瀬175-1
座間市緑ケ丘1-2-1 市立総合福祉センター内
南足柄市関本403-2 りんどう会館内
綾瀬市深谷中4-7-10 綾瀬市保健福祉プラザ内
愛甲郡愛川町角田257-1 愛川町福祉センター内
愛甲郡清川村煤ケ谷2220-1 清川村保健福祉センアーひまわり会館内1階
三浦郡葉山町堀内2220 葉山町福祉文化会館内
高座郡寒川町宮山401 寒川町健康管理センター内
中郡大磯町大磯1352-1 町立福祉センターさざれ石内
中郡二宮町山西5-1
足柄上郡中井町比奈窪104-1 中井町保健福祉センターしらさぎ内
足柄上郡大井町上大井68-2
足柄上郡松田町松田惣領17-2 町健康福祉センター内
足柄上郡山北町向原1379-1
足柄上郡開成町吉田島1043-1 町福祉会館1階
足柄下郡箱根町湯本855
足柄下郡真鶴町真鶴475-1
足柄下郡湯河原町中央4-12-5

