【ヘルプマーク配布窓口】
市町村名
横浜市

川崎市

窓口
鶴見区福祉保健センター
高齢・障害支援課
神奈川区福祉保健センター
高齢・障害支援課
西区福祉保健センター
高齢・障害支援課
中区福祉保健センター
高齢・障害支援課
南区福祉保健センター
高齢・障害支援課
港南区福祉保健センター
高齢・障害支援課
保土ヶ谷区福祉保健センター
高齢・障害支援課
旭区福祉保健センター
高齢・障害支援課
磯子区福祉保健センター
高齢・障害支援課
金沢区福祉保健センター
高齢・障害支援課
港北区福祉保健センター
高齢・障害支援課
緑区福祉保健センター
高齢・障害支援課
青葉区福祉保健センター
高齢・障害支援課
都筑区福祉保健センター
高齢・障害支援課
戸塚区福祉保健センター
高齢・障害支援課
栄区福祉保健センター
高齢・障害支援課
泉区福祉保健センター
高齢・障害支援課
瀬谷区福祉保健センター
高齢・障害支援課
健康福祉局障害企画課
企画調整係
公益財団法人 川崎市身体障害者協会
(川崎市障害者社会参加推進センター)
健康福祉局障害者更生相談所
健康福祉局更生相談所
南部地域支援室
健康福祉局井田障害者ｾﾝﾀｰ
(中部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ)
健康福祉局百合丘障害者ｾﾝﾀｰ
(北部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ)

相模原市

所在地
鶴見区鶴見中央 3‑20‑1

問合せ先
横浜市コールセンター

神奈川区広台太田町 3‑8

(電話)045‑664‑2525

西区中央 1‑5‑10

(Fax)045‑664‑2828

中区日本大通 35

(電子メール)

南区浦舟町 2‑33

callcenter@city.yokohama.jp

港南区港南 4‑2‑10
保土ケ谷区川辺町 2‑9

朝８時から夜９時まで
年中無休

旭区鶴ケ峰 1‑4‑12
磯子区磯子 3‑5‑1
金沢区泥亀 2‑9‑1
港北区大豆戸町 26‑1
緑区寺山町 118
青葉区市ケ尾町 31‑4
都筑区茅ケ崎中央 32‑1
戸塚区戸塚町 16‑17
栄区桂町 303‑19
泉区和泉町 4636‑2
瀬谷区二ツ橋町 190
中区日本大通 18
ＫＲＣビル 6 階
川崎区大島 1‑8‑6
高津区二子 6‑14‑10
YTT ビル 2 階
川崎区東田町 8
パレールビル 12 階
中原区井田 3‑16‑1
麻生区百合丘 2‑8‑2

健康福祉局障害福祉課

幸区堀川町 580 番地
ソリッドスクエア西館 10 階

障害政策課

市役所本館 4 階

緑障害福祉相談課

緑区合同庁舎 3 階

中央障害福祉相談課

ｳｪﾙﾈｽさがみはらＡ館 1 階

南障害福祉相談課

南保健福祉センター3 階

(電話)044‑244‑3975
(Fax)044‑246‑6943
(電話)044‑811‑0003
(Fax)044‑811‑0172
(電話)044‑200‑0834
(Fax)044‑200‑3974
(電話)044‑750‑0686
(Fax)044‑750‑0671
(電話)044‑281‑6621
(Fax)044‑966‑0282
(電話)044‑200‑2676
(Fax)044‑200‑3932
(電話)042‑707‑7055
(Fax)042‑759‑4395
(電話)042‑775‑8810
(Fax)042‑775‑1750
(電話)042‑769‑9266
(Fax)042‑755‑4888
(電話)042‑701‑7722
(Fax)042‑701‑7705

市町村名
相模原市

窓口

所在地

問合せ先
(電話)042‑783‑8136
(Fax)042‑783‑1720
(電話)042‑780‑1412
(Fax)042‑784‑1222
(電話)042‑684‑3216
(Fax)042‑684‑3618
(電話)042‑687‑5511
(Fax)042‑687‑5688

城山保健福祉課

城山保健福祉センター1 階

津久井保健福祉課

津久井保健センター1 階

相模湖保健福祉課

相模湖総合事務所 2 階

藤野保健福祉課

藤野総合事務所 2 階

障害福祉課

横須賀市小川町 11 番地
分館 1 階

(電話)046‑822‑8248

平塚市

障がい福祉課

市役所本館 1 階

(電話)0463‑21‑8774

鎌倉市

障害者福祉課

市役所本庁舎 1 階

(電話)0467‑61‑3975

横須賀市

大船支所
深沢支所
腰越支所
玉縄支所
市民サービスコーナー
鎌倉市社会福祉協議会

鎌倉市大船 2‑1‑26
大船行政センター1 階
鎌倉市常盤 111‑3
深沢行政センター1 階
鎌倉市腰越 864
腰越行政センター1 階
鎌倉市岡本 2‑16‑3
玉縄行政センター1 階
鎌倉市大船 1‑4‑1
大船ルミネウィング 6 階
鎌倉市御成町 20‑21
鎌倉市福祉センター2 階

(電話)0467‑45‑7711
(電話)0467‑48‑0021
(電話)0467‑33‑0710
(電話)0467‑44‑2217
(電話)0467‑48‑3030
(電話)0467‑23‑1075

藤沢市

障がい福祉課

市役所新館 1 階

(電話)0466‑25‑1111
内線 3293
(Fax)0466‑25‑7822

小田原市

障がい福祉課

市役所本庁舎 2 階

(電話)0465‑33‑1493

茅ヶ崎市

障害福祉課

市役所分庁舎 2 階

カフェ・ドットコム

市役所本庁舎 1 階

サザンポ

茅ヶ崎市共恵 1‑10‑29
コートブランシュ 1 階

小出支所

茅ヶ崎市芹沢 888

辻堂駅前出張所

藤沢市辻堂 2‑2‑14
ステラ湘南 2 階

香川駅前出張所

茅ヶ崎市香川 5‑3‑17

ハマミーナ出張所

茅ヶ崎市浜見平 11‑1
ハマミーナ 1 階

障がい福祉課

市役所本庁舎 1 階

(電話)046‑873‑1111

福祉会館

逗子市桜山 5‑32‑1

(電話)046‑873‑8011

三浦市

福祉課

市役所分館 2 階

(電話)046‑882‑1111

秦野市

障害福祉課

市役所教育庁舎 1 階

厚木市

障がい福祉課

市役所第２庁舎 1 階

大和市

障がい福祉課

大和市鶴間１‑31‑７
大和市保健福祉ｾﾝﾀｰ 5 階

障害福祉課

市役所本庁舎 1 階

逗子市

伊勢原市

(電話)0467‑82‑1111
(Fax)0467‑82‑5157
（障害福祉課）

(電話)0463‑82‑7616
(Fax)0463‑82‑8020
(電話)046‑225‑2221
(Fax)046‑224‑0229
(電話)046‑260‑5665
(Fax)046‑262‑0999
(電話)0463‑94‑4711
内線 1245
(Fax)0463‑95‑7612

市町村名

窓口

所在地

問合せ先

海老名市

障がい福祉課

市役所本庁舎 1 階

(電話)046‑235‑4813

座間市

障がい福祉課

市役所 1 階

(電話)046‑252‑7978

福祉課

市役所本庁舎 1 階

(電話)0465‑73‑8047
(Fax)0465‑74‑0545

健康づくり課

保健医療福祉センター

(電話)0465‑74‑2517

綾瀬市

障がい福祉課

市役所本庁舎事務棟 1 階

(電話)0467‑70‑5623

葉山町

福祉課

町役場 1 階 3 番窓口

(電話)046‑876‑1111

寒川町

福祉課

町役場本庁舎 1 階

(電話)0467‑74‑1111
内線 143〜145

大磯町

福祉課

横溝千鶴子記念障害福祉
センター内

(電話)0463‑73‑4530

スポーツ健康課

町役場保健センター1 階

(電話)0463‑61‑4100

子育て支援課

町役場 1 階

(電話)0463‑61‑4100

子育て支援総合センター

子育て支援総合センター

(電話)0463‑71‑3377

国府支所

国府支所

(電話)0463‑71‑0061

福祉保険課

町役場 1 階

保健センター

中郡二宮町二宮 1410

中井町

保健福祉センター福祉課

中井町比奈窪 104‑1

大井町

介護福祉課

保健福祉センター1 階

松田町

福祉課

町役場本庁舎 2 階

山北町

福祉課

町役場本庁舎 1 階

(電話)0465‑75‑3644

健康福祉センター

山北町山北 1971‑2

(電話)0465‑75‑0822

開成町延沢 773
町民センター2 階
開成町延沢 773
保健センター内

(電話)0465‑84‑0316
(Fax)0465‑85‑3433
(電話)0465‑84‑0327
(Fax)0465‑85‑3433

健康福祉課

町役場本庁舎 2 階

(電話)0460‑85‑7790

総合保健福祉センター

箱根町宮城野 881‑1

(電話)0460‑85‑0800

健康福祉課

町役場本庁舎 1 階

(電話)0465‑68‑1131
内線 242

町民センター

真鶴町岩 172 番地 1

湯河原町

社会福祉課

町役場第 1 庁舎 1 階

愛川町

福祉支援課

町役場新庁舎 1 階

清川村

保健福祉課

保健福祉センター
やまびこ館 1 階

南足柄市

二宮町

開成町

障がい福祉係

福祉課
保険健康課

箱根町

真鶴町

(電話)0463‑71‑3311
(Fax)0463‑73‑0134
(電話)0463‑71‑7100
(Fax)0463‑72‑6086
(電話)0465‑81‑5548
(電話)0465‑83‑8011
(Fax)0465‑83‑8016
(電話)0465‑83‑1226
(Fax)0465‑44‑4685

(電話)0465‑63‑2111
内線 310〜312
(電話)046‑285‑2111
(Fax)046‑286‑5021
(電話)046‑288‑3861

