
 

 

【ヘルプマーク配布窓口(横浜市以外)】 

令和 4 年６月１日現在 

市町
村名 

窓口 所在地 問合せ先 

横浜
市 

「ヘルプマーク配布窓口・横浜市内」に記載 

川崎
市 

健康福祉局 障害者社会参加・就
労支援課 

幸区堀川町 580 
ソリッドスクエア西館 10 階 

(電話)044-200-2676 
(Fax)044-200-3932 

 
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) 

川崎区大島 1-8-6 
南部身体障害者福祉会館３階 

(電話)044-244-3975 
(Fax)044-246-6943  

 川崎市聴覚障害者情報文化センター 中原区井田三舞町 14-16 
（電話）044-798-8800 
（Fax）044-798-8805  

 川崎市視覚障害者情報文化センター 
川崎区堤根 34-15 
ふれあいプラザかわさき３階 

(電話)044-222-1611 
（Fax）044-222-8105 

 
川崎駅北口行政サービス施設
（かわさき きたテラス） 

川崎区駅前本町 26－1 
アトレ川崎 3 階川崎駅北口
通路 

(電話)044-200-2022 

 
川崎市総合リハビリテーション推
進センター南部地域支援室 

川崎区日進町５-１ 
川崎市複合福祉センター2 階 

(電話)044-200-0834 
(Fax)044-200-3974 

 
川崎市総合リハビリテーション推
進センター中部地域支援室 

中原区井田 3-16-1 
(電話)044-750-0686 
(Fax)044-750-0671 

 
川崎市総合リハビリテーション推
進センター北部地域支援室 

麻生区百合丘 2-8-2 
(電話)044-281-6621 
(Fax)044-966-0282 

 川崎区役所 高齢・障害課 
川崎区東田町 8 
川崎区役所３階 

（電話）044-201-3215 
（Fax）044-201-3291 

 大師地区健康福祉ステーション 
川崎区東門前 2-1-1 
大師地区健康福祉ｽﾃｰｼｮﾝ 1 階 

（電話）044-271-01５７ 
（Fax）044-271-0128 

 田島地区健康福祉ステーション 
川崎区鋼管通 2-3-7 
田島地区健康福祉ｽﾃｰｼｮﾝ 1 階 

（電話）044-322-1984 
（Fax）044-322-1995 

 幸区役所 高齢・障害課 
幸区戸手本町 1-11-1 
幸区役所２階 

（電話）044-556-6654 
（Fax）044-555-3192 

 中原区役所 高齢・障害課 
中原区小杉町 3-245 
中原区役所３階 

（電話）044-744-3382 
（Fax）044-744-3345 

 高津区役所 高齢・障害課 
高津区下作延 2-8-1 
高津区役所４階 

（電話）044-861-3325 
（Fax）044-861-32４９ 

 宮前区役所 高齢・障害課 
宮前区宮前平 2-20-5 
宮前区役所３階 

（電話）044-856-3304 
（Fax）044-856-3163 

 多摩区役所 高齢・障害課 
多摩区登戸 1775-1 
多摩区役所８階 

（電話）044-935-33２４ 
（Fax）044-935-3396 

 麻生区役所 高齢・障害課 
麻生区万福寺 1-5-1 
麻生区役所２階 

（電話）044-965-5159 
（Fax）044-965-5206 

相模
原市 

高齢・障害者福祉課 市役所本館 4 階 
(電話)042-707-7055 
(Fax)042-759-4395 

 緑高齢・障害者相談課 緑区合同庁舎 3 階 
(電話)042-775-8810 
(Fax)042-775-1750 

 中央高齢・障害者相談課 ｳｪﾙﾈｽさがみはらＡ館 1 階 
(電話)042-769-9266 
(Fax)042-755-4888 

 南高齢・障害者相談課 南保健福祉センター3 階 
(電話)042-701-7722 
(Fax)042-701-7705 

 城山保健福祉課 城山総合事務所第１別館 1 階 
(電話)042-783-8136 
(Fax)042-783-1720 

 津久井保健福祉課 津久井保健センター1 階 
(電話)042-780-1412 
(Fax)042-784-1222 

 相模湖保健福祉課 相模湖総合事務所 2 階 
(電話)042-684-3216 
(Fax)042-684-3618 

 藤野保健福祉課 藤野総合事務所 2 階 
(電話)042-687-5511 
(Fax)042-687-４３４７ 



 

 

市町
村名 

窓口 所在地 問合せ先 

横須
賀市 

障害福祉課 横須賀市小川町 11 番地 
(電話)046-822-９８３９ 
(Fax)046-825-6040 

 点字図書館 
横須賀市本町 2-1 
総合福祉会館４階 

(障害福祉課) 

 追浜行政センター 横須賀市夏島町 9  

 田浦行政センター 横須賀市船越町 6-77  

 逸見行政センター 横須賀市東逸見町 2-29  

 衣笠行政センター 横須賀市公郷町 2-11  

 大津行政センター 横須賀市大津町 3-34-40  

 浦賀行政センター 横須賀市浦賀 5-1-2  

 久里浜行政センター 横須賀市久里浜 6-14-2  

 北下浦行政センター 横須賀市長沢 2-7-7  

 西行政センター 横須賀市長坂 1-2-2  

平塚
市 

障がい福祉課 市役所本館 1 階 (電話)0463-21-8774 

鎌倉
市 

障害福祉課 市役所本庁舎 1 階 
(電話)0467-61-3975 
（Fax）0467-25-1443 

 大船支所 
鎌倉市大船 2 丁目 1 番 26 号  
大船行政センター1 階 

(電話)0467-45-7711 
(Fax)0467-45-5051 

 深沢支所 
鎌倉市常盤 111 番地 3 
深沢行政センター1 階 

(電話)0467-48-0021 
(Fax)0467-48-6601 

 腰越支所 
鎌倉市腰越 86４番地 
腰越行政センター1 階 

(電話)0467-33-0710 
(Fax)0467-33-0717 

 玉縄支所 
鎌倉市岡本 2 丁目 16 番 3 号  
玉縄行政センター1 階 

(電話)0467-44-2217 
(Fax)0467-44-7831 

 市民サービスコーナー 
鎌倉市大船 1 丁目 4-1 
大船ルミネウィング 6 階 

(電話)0467-48-3030 

 鎌倉市社会福祉協議会 
鎌倉市御成町 20-21 
鎌倉市福祉センター2 階 

(電話)0467-23-1075 
(Fax)0467-22-2213 

藤沢
市 

障がい者支援課 市役所本庁舎 2 階 
(電話)0466-25-1111 

内線 3292 

 保健予防課 
藤沢市鵠沼 2131-1 
藤沢市保健所 4 階 

(Fax)0466-25-7822 
（障がい者支援課） 

 
六会市民センター 
地区福祉窓口 

藤沢市亀井野 4-8-1  

 
六会市民センター石川分館 
地区福祉窓口 

藤沢市石川 1-1-22  

 
片瀬市民センター 
地区福祉窓口 

藤沢市片瀬 3-9-6  

 
明治市民センター 
地区福祉窓口 

藤沢市辻堂新町 1-11-23   

 
御所見市民センター 
地区福祉窓口 

藤沢市打戻 1760-1  

 
遠藤市民センター 
地区福祉窓口 

藤沢市遠藤 2984-3  

 
長後市民センター 
地区福祉窓口 

藤沢市長後 513  

 
辻堂市民センター 
地区福祉窓口 

藤沢市辻堂東海岸 1-1-41  



 

 

市町
村名 

窓口 所在地 問合せ先 

藤沢
市 

善行市民センター 
地区福祉窓口 

藤沢市善行 1-2-3 
(電話)0466-25-1111 

内線 3292 

 
湘南大庭市民センター 
地区福祉窓口 

藤沢市大庭 5406-1 
(Fax)0466-25-7822 
（障がい者支援課） 

 
湘南台市民センター 
地区福祉窓口 

藤沢市湘南台 1-8  

 
鵠沼市民センター 
地区福祉窓口 

藤沢市鵠沼海岸 2-10-34  

 
村岡公民館 
地区福祉窓口 

藤沢市弥勒寺 1-7-7  

小田
原市 

障がい福祉課 市役所本庁舎 2 階 
(電話)0465-33-１４６７ 
(Fax)0465-33-1317 

茅ヶ
崎市 

障がい福祉課 市役所分庁舎２階 
(電話)0467-82-1111 
(Fax)0467-82-5157 

 茅ヶ崎駅前市民窓口センター 
茅ヶ崎市元町１－１ 
ネスパ茅ヶ崎３階 

(障がい福祉課) 
 

 萩園市民窓口センター 
茅ヶ崎市萩園１２１５－４ 
萩園ケアセンター内 

 

 カフェ・ドットコム 市役所本庁舎 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 

 

 保健所保健予防課 茅ヶ崎市茅ヶ崎 1-8-7  

逗子
市 

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 

 子ども発達支援センター 
逗子市桜山 5-20-29 
逗子市療育教育総合ｾﾝﾀｰ内 

(電話)046-872-2523 

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 市役所本庁舎 1 階 
(電話)0463-82-7616 
(Fax)0463-82-8020 

 秦野市社会福祉協議会 
秦野市緑町 16-3 
秦野市保健福祉ｾﾝﾀｰ１階 

（障害福祉課） 
 

 
秦野市地域生活支援センター
“ぱれっと・はだの” 

秦野市本町 2-7-25 
秦野市地域生活支援ｾﾝﾀｰ２階 

 

 本町地域高齢者支援センター 秦野市本町３－９－４３  

 南地域高齢者支援センター 秦野市平沢１７５０－１  

 東・北高齢者支援センター 
秦野市曽屋１１ 
（秦野伊勢原医師会内） 

 

 大根地域高齢者支援センター 
秦野市下大槻１７３ 
（高齢者地域交流センター
ぷらっと内） 

 

 西地域高齢者支援センター 秦野市並木町５－５  

 

渋沢地域高齢者支援センター 秦野市渋沢１１２４－５ 

 
鶴巻地域高齢者支援センター 

秦野市鶴巻北２－２－２５ 
（メプレスビル３階） 



 

 

市町
村名 

窓口 所在地 問合せ先 

厚木
市 

障がい福祉課 市役所第２庁舎 1 階 
(電話)046-225-2221 
(Fax)046-224-0229 

 介護福祉課 市役所本庁舎 2 階 
（障がい福祉課） 

 

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 

(電話)046-260-5665 
(Fax)046-262-0999 

伊勢
原市 

障がい福祉課 市役所本庁舎 1 階  (電話)0463-94-4720 

海老
名市 

障がい福祉課 市役所１階８番窓口 (電話)046-235-4813 

座間
市 

障がい福祉課 市役所 1 階 (電話)046-252-7978 

南足
柄市 

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 
南足柄市広町 48-1 
保健医療福祉センター 

(電話)0465-74-2517 

綾瀬
市 

障がい福祉課 市役所事務棟 1 階 
(電話)0467-70-5623 
(Fax)0467-70-5702 

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 障がい福祉係 
大磯町国府本郷 1196 
横溝千鶴子記念障害福祉セ
ンター 

(電話)0463-73-4530 

 スポーツ健康課 
大磯町東小磯 191 
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 大磯町国府新宿１３１ (電話)0463-71-3377 

 国府支所 大磯町月京６-１０ (電話)0463-71-0061 

二宮
町 

福祉保険課 町役場本庁舎 1 階 (電話)0463-75-9289 

 
保健センター 
子育て・健康課 

二宮町二宮 1410 (電話)0463-71-7100 

中井
町 

福祉課 
中井町比奈窪 104-1 
中井町保健福祉センター1
階 

(電話)0465-81-5548 

大井
町 

福祉課 大井町保健福祉センター (電話)0465-83-80２４ 

松田
町 

福祉課 町役場庁舎 2 階 (電話)0465-83-1226 

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 

福祉介護課 町役場庁舎１階 (電話)0465-84-0316 

箱根
町 

福祉課 町役場本庁舎 2 階 (電話)0460-85-7790 

 さくら館 箱根町宮城野 881-1 (電話)0460-85-0800 

真鶴
町 

福祉課 役場庁舎 1 階 
(電話)0465-68-1131 

内線 235 

湯河
原町 

社会福祉課 町役場第 1 庁舎 1 階 
(電話)0465-63-2111 

内線 311・312 



 

 

市町
村名 

窓口 所在地 問合せ先 

愛川
町 

福祉支援課 町役場新庁舎 1 階 (電話)046-285-６９２８ 

清川
村 

保健福祉課 
保健福祉センター 
やまびこ館 1 階 

(電話)046-288-3861 

 


