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この冊子は、市内の精神保健福祉関係家族会等の連携を

目的として、浜松市精神保健福祉センターが主催して開催

しております「浜松市内精神保健福祉関係家族会等代表者

連絡会」に参加してくださった会の方にご協力をいただき作

成いたしました。

そのため、浜松市内全ての家族会等の活動がご紹介でき

ているものとはなっておりませんが、精神保健福祉に関する

家族会等について知りたいと考えた方が、各会の活動をイ

メージしやすいような内容になっています。

ご家族やご親族の中に精神疾患や精神的な問題を抱える

方がいらっしゃる方は、なかなかその問題を周囲の方に話

すことができず、悩みを一人で抱え、孤立されていることが

多いかと思います。

そういった方の一人でも多くが、同じ悩みをもつ方とつな

がっていただき、悩みを打ち明け、問題を解決していく力を

得ていくことができるよう、この冊子が、その入り口となるよう

にと作成いたしました。

また、支援機関で相談業務にあたられる方が、各会の活

動について知っていただき、ご家族等からのご相談を受けら

れた際に活用していただきたいと考えております。

今後、冊子の内容については、随時、改訂作業を行って

いく予定でおります。みなさまからのご意見もお待ちしており

ます。

浜松市精神保健福祉センター

1



統合失調症を中心とした精神疾患の方の家族会
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えある ギャンブル障害の家族・関係者の会 18

浜松ギャンブル家族会 20
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手紙・電話・窓口での相談

○ 手紙で相談したい方へ

いのちをつなぐ手紙
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○ 電話で相談したい方へ

こころのほっとライン

浜松いのちの電話

自殺予防いのちの電話
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○ 窓口で相談したい方へ

浜松市障害保健福祉課

浜松市精神保健福祉センター

浜松市障害者相談支援事業

地域包括支援センター（高齢者相談センター）
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心に障害を持つ人と、その家族の生活の質を

高めることを目的に活動しています

心に障害を持つ人とその家族の生活の質を高めるための活動を目的

に、昭和47年4月に発足しました。発足当時は心に障害を持つ人への社

会の理解は低く、支援もほとんどありませんでした。そんな中、家族自ら

が資金を出し合って共同作業所を作り、当事者のケアと支援を続けてお

りました。

その後、浜松市保健所の協力をいただいた時代を経て、平成16年4月

に特定非営利活動法人（NPO法人）として再スタートし、今日に至ってい

ます。会員数は主に家族を中心に104名、会費は年3000円です。主な

活動は、家族や当事者からの相談、広報誌の発行、講演会や研修会の

実施、作業所の運営などになります。

会からのメッセージ

・心の病気（統合失調症など）で悩んだり困っているご家族や当事者の方の
相談を受けています。共通の体験を持つ会員とお話してみませんか。

・こういった精神保健福祉活動に興味のある方、参加してみたい方などお気
軽にご連絡ください。ボランティア、活動を支援してくださる方、大歓迎です。

お問い合わせ

学習会のひとコマ
会員、当事者、市民対象の学習会、
講演会を実施しています。

住所 〒４３２－８０４５ 浜松市中区西浅田１－９－９

連絡先

ＮＰＯ法人 浜松地区精神保健福祉会 明生会

電 話 ０５３－４４２－１９８８

または 理事長・赤池まで 携帯 ０９０－７０２４－１６７４

当会の表示です
これを目印にお越しください。

平成29年5月、三島でパチリ…。
会員交流旅行のひとコマです。

就労継続支援Ｂ型作業所「つばめ創社」です。現在20名が週5日、各種の
作業に取り組んでいます。職員は非常勤含め7人。家にひきこもらない、
人と接する、楽しい1日を過ごす、無理をしない・・・明るい作業所です。

特定非営利活動法人 浜松地区精神保健福祉会
＜活動紹介＞
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＜活動紹介＞

精神科に通院（入院）している方のご家族、当事者の会

精神科に通院（入院）している方のご家族、当事者の会です。
昭和48年、旧7市町村の皆様の福祉に関する熱意により結成。

昭和49年11月28日、会員74名中30名が集まり、若杉会総会を開催
しました。現在は、結成より45年目を迎えています。

令和元年4月現在 会員数50名

会からのメッセージ

他の会との交流を深めよう。

引っ込まないで、もっともっと前に出よう。

お問い合わせ

— 会員以外を対象とした活動 —

相談支援

利用の場合は事前に連絡してください。

場 所：みどりの樹 （浜北区東美薗591-1）

日 時：毎月第1水曜日 13時～16時

連絡先：０９０－３８３５－１４５１（山下）

住所 〒４３４-００１２ 浜松市浜北区中瀬３６８６－６

連絡先
担当 山下 勝康

携帯 ０９０－３８３５－１４５１

天竜川地域精神保健福祉会

— その他の活動 —

県連合会「もくせい会」の研修参加

明生会通常総会後援会に参画
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＜活動紹介＞

精神科に受診している方のご家族、当事者の会

昭和61年発足。当初は医師の指導を頂きながら勉強会、レクリ
エーション等を行って社会復帰を支援してきました。現在は、家族
と当事者のコミュニケーションの大切さに着目して活動しています。

平成31年2月現在、会員数11名
年会費 1,000円

会からのメッセージ

あなたが変われば、当事者が変わる。

重い荷物を背負って生きている当事者を少しでも楽にしてあげ
ましょう。
難病も毎年のように新しい治療法が導入されていますよ。
統合失調症だって快癒できる日がきますよ。

お問い合わせ

—主な活動場所と内容—

場所：福祉交流センター（中区成子町）

内容：月例会・医療講演会

—会員を対象とした活動—

月例会 日時：第3土曜日 13時～15時

場所：福祉交流センター 41会議室

懇談、近況報告、DVD勉強会。お互いの思いを

語り合います。1・7月はお休み。

講演会

日時：2019年10月19日(土) 13時～16時

場所：福祉交流センター 43会議室

講師：高森信子先生

—会員以外を対象とした活動—

見学、お試しは無料です。講演会は参加費300円です。

住所
〒４３３-８５５８ 浜松市北区三方原町３４５３

聖隷三方原病院 臨床心理室

連絡先 電話 ０５３－４３６－１２５１（内線３４１３）
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＜活動紹介＞

心の病を持った方の家族が集まり悩みを話せる場です

心の病をもった当事者と、その家族の悩みからの開放と地域での精
神保健福祉の向上と当事者が地域で安心して暮らせるようにサポート
する事を目的に、平成16年に当事者の家族数人が集まり悩みを話せ
る場として浜北区に立ち上げ、平成19年4月「ひとこと会」の名称で発
足しました。

会員数は21名、会費は会開催月ごとに500円。

会からのメッセージ

顔の見えるところで、お茶を飲みながら会員一人ひとりが当事

者、家族のそれぞれ、日々の悩みを、体験を、自由に緩やか

な会話を定例会の半分の時間を割き行っています。

こんな会ですが、一度、参加しませんか。お待ちしています。

個人情報保護は固く遵守します。

お問い合わせ

活動の三本柱は

１ 支え合う：悩みや体験を話し合う

２ 学習 ：病気（統合失調症資料使用）、社会資源、

後見人制度

３ 活動 ：地域の精神保健福祉活動参加、

会誌「ひとことだより」年１回発行

住所
〒４３１－０２１４

浜松市西区舞阪町弁天島３５００ チサンマンション２０３

連絡先
ひとこと会 事務局 担当 山本

携帯 ０９０－５８７０－３０９３

心の病を持った方の家族会

会員からのひとこと（M.Mさんから）

「今日も笑顔で」

ひとこと会に入れていただき、一年になります。

先の見えない息子の病に、一喜一憂の日々ですが、自分の生き方

を改めて気づかされることも多々あります。忍耐、家族、夫婦の和、

人と人のつながりの大切さ…

「一人じゃないよ」のひとこと会、同じ悩みを抱え、支え、支え

られるこのつながりをいただき、感謝です。

今日も、たっぷり充電させていただき、笑顔で帰れます。

そして、何よりも息子に生きがいを感じる居場所ができることを

祈る日々です。
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＜活動紹介＞

お酒をやめたい方とそのご家族の会

お酒を止めたい本人とお酒を止めてもらいたい家族の集まりです。

平成31年4月現在 会員数50名

毎週の定例会には、だいたい30名程度の方が参加しています。

会からのメッセージ

本人の気持ちに寄り添う姿勢を大事にして、

互いに温かく見守りあい活動をしています。

定例会はいつでも見学ができます。

お酒を断った本人と家族の話を、一度聞いてみませんか。

お問い合わせ

— 主な活動場所と内容 —
毎週土曜日に定例会を実施 19時～21時
場所：福祉交流センター（中区成子町）

— 会員を対象とした活動 —
月1回、家族のみの定例会を開催

— お酒で困っている市民の方を対象とした活動 —
サポートミーティング
毎月第3月曜日 13時30分～15時30分
場所：福祉交流センター（中区成子町）

— 会員以外を対象とした活動 —
飲酒運転根絶キャンペーンの実施
精神科医等を講師とした講演会

— その他の活動 —
随時の研修会
記念大会で他支部の会員家族と交流

住所 〒４３１－０２０３ 浜松市西区馬郡町１３９５－１

連絡先

担当 河合 清市

電話 ０５３－５９２－２６９０

携帯 ０９０－３２５６－３４５０

公益社団法人静岡県断酒会

飲酒運転根絶
キャンペーン

第4回中田島砂丘清掃活動
「おらっち静岡 きれいにしまいか！」
主催：（公）静岡県断酒会サブグループシングル

浜松断酒会結成40周年記念大会
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＜活動紹介＞

お酒をやめた方、やめる必要のある方と、そのご家族の会

お酒を止めた人とその家族、お酒を止める必要のある人とその家族が

会員となっています。平成4年10月に静岡県19番目の断酒会として、

発足しました。

令和元年8月現在 会員数28名（家族24名）

毎週の定例会には、だいたい40名程度の会員・家族の方が参加して

います。

会からのメッセージ

例会は、どなたでも参加できます。

断酒会は、お酒をやめた人たちだけの集まりではありません。

お酒で悩んでいる人たちの集まりでもあります。

「言いっぱなし聴きっぱなし」が原則でプライバシーは守られます。

お問い合わせ

— 主な活動場所と内容 —

定例会の実施

場所：浜北高齢者ふれあい福祉センター（浜北区小林）

日時：毎週水曜日 19時～21時

— 会員家族を対象とした活動 —

毎月第2水曜日に家族会を実施

— 会員以外を対象とした活動 —

定例会時に、問題飲酒など、お酒に関することなど

（断酒に関する適切な助言等）の相談を受付けています。

（家族会では会員家族以外の方でも参加できます。）

— その他 —

全国断酒連盟及び静岡県断酒会が主催する研修会、

交流会への参加など。

連絡先
担当 戸田 達也

携帯 ０９０－７０２９－０８９２

公益社団法人静岡県断酒会
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＜活動紹介＞

薬物依存症者を抱えるご家族の方を中心として活動しています

「違法薬物（覚せい剤、大麻など）」や「統合失調症・感情障害（うつ・躁

鬱）」「発達障害（自閉症、アスペルガー症候群、注意欠如・多動性障害

（ADHD）、学習障害など）」「摂食障害」「境界性人格障害」「高次脳機

能障害」などの精神疾患により、処方薬や自己治療で市販薬などを服

用して、薬物使用による問題があるご家族を抱えている方を中心として

活動しています。

会からのメッセージ

薬物依存症者を抱えた家族の皆さん！もう大丈夫。

ビリーブには多くの仲間がいます。あなたの悩みを話してください。

この家族会なら安心して話せます。必ず道は開けます。

私達多くの仲間が家族会で心の安らぎを得られたように、

あなたもきっと安らぎを得られます。

そして、あなたの大切な人が、必ず回復の道を歩いていくことを信じて！

お問い合わせ

—主な活動場所と内容—

毎月例会を開催。下記の3項目を活動目標としています。

・薬物依存症という病気を正しく理解する

・薬物依存症者への正しい対応を身につける

・家族が癒される

家族会は県内5か所で月5回開催。

参加は、どこでも、何度でも、自由です。

家族会名 開催日時 開催場所

合同家族会 毎月第２土曜日 13時～17時
静岡県もくせい会館

（静岡市）

浜松家族会

毎月第１土曜日 18時～21時 あいホール（浜松市）

毎月第３土曜日 時間帯変更有 会場変更有（浜松市）

静岡家族会 毎月第４土曜日 13時～17時
静岡市城東保健福祉エリア

（静岡市）

三島家族会 毎月第２水曜日 18時～21時
三島市生涯学習センター

（三島市）

合同家族会 携帯 ０９０－６０７３－２０１３

浜松家族会 携帯 ０９０－６６１０－０４５９

静岡家族会 携帯 ０９０－６０７３－２０１３

三島家族会 携帯 ０８０－９４２０－８５５１

※家族会の参加を希望の方は事前連絡を必ずお願いします
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＜活動紹介＞

会からのメッセージ お問い合わせ

連絡先
えある「ギャンブル障害の家族・関係者の会」

☎ 0 9 0 - 6 5 8 5 - 6 5 5 4

あなたは決してひとりではありません。

私たちと一緒に、回復の道を歩んでいきませんか？

同じ悩みを持ったメンバーが本音で話せる否定されない場所です

私たちは、ギャンブル障害（依存症）の家族関係者の会です。平成30年5月に
発足したばかりですが、家族・知人のギャンブルに巻き込まれた人たちが集まっ
ています。自分の話したことに耳を傾けてくれる同じ悩みを持ったメンバーの集ま
りで、本音で話せる否定されない場です。

それぞれの近況や悩みを話し、一緒にギャンブル障害の本や資料を基に障害
について、また家族の対応の仕方について学びます。

家族や周りの人は巻き込まれて、ギャンブル障害には無力です。病気について
理解すること、家族会に参加することにより原点に戻ることができます。

摂食障害・買い物・共依存など、依存の問題で
悩まれている方ならどなたでも参加できます

開催日 第２・第４木曜日

時間 午後７時から午後９時まで

場所
浜松福祉交流センター内
浜松市中区成子町１４０－８

対象となる方
依存の問題で悩まれているご家族、
関係者の方

家族・知人のギャンブルについて

何かおかしいのではないか？

ギャンブルでの借金のことは人には話しにくい…

周りの人に相談してみても理解してもらえない…

このような悩みを抱えている方、ぜひお話に来てください！話をしたく

ない方は無理に話さなくても大丈夫です。

同じ苦しみを経験した私たちがいます。会で話されたことは口外しない

約束になっています。安心してご参加ください。
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＜活動紹介＞

会からのメッセージ お問い合わせ

私達は専門機関に相談し、正しい知識を学ぶことで当事者への向
き合い方が大きく変わりました。また、同じ悩みを抱えた人たちと
分かち合うことで救われました。
一進一退ですが、自分の人生を楽しみ、当事者の回復を見守って

います。今も悩みを抱えている方、どこに相談していいかわからず
悩んでいる方、右記までご連絡ください。

ギャンブルの問題で困っている家族が体験や悩みを話せる場所です

ギャンブル依存（傾向）や、それに伴う借金の問題は、自力で解決すること
が難しいということは理解されておらず、当事者は「ずるい」「怠けもの」と思わ
れ、家族が責任を負わなければと思い込み抱え込んでしまいます。「どう対処
したらいいか」と悩み、自分の人生を犠牲にしてしまいます。また、相談する場
所も多くはありません。

ギャンブルの問題で困っている家族の悩みを和らげ、安心し楽しんで生活を
送っていけるよう、こころのご近所として支え合うことを目的に、平成30年3月
に浜松で初めての家族会を立ち上げ、月1回の集まりを継続しています。専
門・関連機関との連携も大切にしています。

✿会の約束

安心して参加して頂くために、会では
下記の約束をお願いしています

・お互いの立場や考えを尊重し、批判・非難はしません
・会の中で話された内容は、会の外で話すことは控え、

守秘義務を守ります
・話したくないことは話さなくていいです。聞くだけの

参加もできます

開催日 毎月第2金曜日

時間 午後1時から午後3時

場所 浜松福祉交流センター 31会議室

対象と
なる方

精神保健福祉センターで、ギャンブル依存について
個別相談をされている方

住所

浜松市中区中央一丁目１２－１
静岡県浜松総合庁舎４階
浜松市精神保健福祉センター

連絡先 電話 ０５３－４５７－２７０９
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＜活動紹介＞

ニート・ひきこもりの家族相談

ひきこもりの子どもをもつ親と当事者が会員

令和元年7月現在 会員数35家族

会からのメッセージ

ひきこもっている子どもさんを放任しないでください。

なるべく早い時期に、親が相談しに来所し、

回復に向けてのプログラムを組み、

親自身が勉強して、ひきこもりの対応を身につけましょう。

お問い合わせ

— 主な活動場所と内容 —
【場所】福祉交流センター（中区成子町）

定例学習会：第３日曜日 １３～１７時
個別相談 ：常時（予約制）
居場所 ：毎週 月・土・日曜日

— てくてくファームの様子（赤い羽根助成事業） —

住所 〒４３２-８０５４ 浜松市南区田尻町 ２０８–２

連絡先

担 当 山本

電 話 ０９０－１４１６－６２２４

ブログ よりみちＮＰＯ法人てくてく

特定非営利活動法人

てくてくファームからのお知らせ

・毎年春に、畑でバーベキューをします。
・作った野菜を近隣スーパーへ出荷しています。
・畑に来たい人、募集中！みんなで野菜を育てましょう。
・秋には、焼芋をバザーに出店します。
・芋ほり大会を9月第4土・日に行います。

— その他の活動 —
・訪問相談（予約制） ・てくてくファームの作業
・全国ひきこもりKHJ家族連合会（４０団体）との交流、会議ほか
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＜脳外傷友の会「しずおか」の活動＞

交通事故や病気・転落事故・スポーツ事故などによって脳に損傷を受け、
脳の障害や後遺症に苦しんでいる方やその家族のための会です

会からのメッセージ

高次脳機能障害をご存知ですか？

脳外傷友の会「しずおか」・ＮＰＯ法人高次脳機能障害サポートネットしずおか

では静岡県の高次脳機能障害のご本人、ご家族からの相談を受けています。

活動の様子は、会報やブログにてお知らせしています。

ブログ「脳外傷友の会しずおか」の活動 http://nougaisizu.hamazo.tv/

お問い合わせ

勉強会の開催
東部・中部・西部
３地区に分かれて
勉強会を行っています。

（西部地区は第３土曜日午後）

その他の活動
◎会報の発行

（年3回発行・NPO法人高次脳機能障害サポートネットしずおかとの共作）
◎NPO法人日本高次脳機能障害友の会に加盟し、その活動への参加

住所 〒４３６-００１９ 掛川市青葉台６－３ 小関方 脳外傷友の会「しずおか」

連絡先

◎脳外傷友の会「しずおか」西部地区
副代表 植田しずえ TEL：０５３－４４８－１２５０

◎ＮＰＯ法人高次脳機能障害サポートネットしずおか
理事長 滝川八千代 TEL：０５４－６２２－７４０５

◎脳外傷友の会「しずおか」 代表 小関理子 TEL：０５３７－２４－０６０８

【 会 員 構 成 】 静岡県内の高次脳機能障害当事者及びその家族。

【友の会会員数】 正会員150名 賛助会員69名（H30.3現在）
＜友の会会費＞正会員3,000円／年 賛助会員2,000円／年

【 開 設 年 度 】 2000.2.1 脳外傷友の会「しずおか」設立

【 友 の 会 趣 旨 】 交通事故や病気・転落事故・スポーツ事故などによって脳に損
傷を受け、脳の障害や後遺症に苦しんでいる方やその家族の
ための会です。

2007.8 NPO法人高次脳機能障害サポートネットしずおか認証

特定非営利活動に係る事業
①高次脳機能障害者及びその家族への支援に関する事業
②高次脳機能障害者の地域生活支援に関する事業
③高次脳機能障害者の自立支援及びその研究に関する事業
④高次脳機能障害の一般社会への啓蒙・啓発活動に関する事業
⑤その他この法人の目的を達成するために必要な事業

相談会への協力
ＮＰＯ法人高次脳機能障害サポートネットしずおかでは、

相談事業を実施しています。また、静岡県では健康福祉
センターにて、高次脳機能障害医療等総合相談会が行われ
ています。ご希望の方に、会場にて家族会についてご案内を
しています。※相談会は事前予約制です

講演会の開催への協力
静岡高次脳機能障害リハビリテーション講習会、中学・大学等にて

家族体験談を講演するなど、啓蒙・啓発活動を行っています。

＜NPO法人高次脳機能障害サポートネットしずおかの活動＞
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手紙で相談したい方へ 電話で相談したい方へ

◆ いのちをつなぐ手紙

ひとりで悩みを抱えているあなたへ・・・

誰にも話せず、ひとりでがんばりすぎていませんか。

つらい気持ち、苦しい気持ちなどを抱えて、毎日を暮らしていませんか。

「いのち」について考えているあなたへ・・・

いのちについてあなたが思うこと。

あなたが体験したこと、ひとりじゃないよ。

あなたのメッセージが、つらい気持ちを抱えている人のこころに響くでしょう。

★詳細は、ホームページをご覧ください

浜松市ホームページ https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp

いのちをつなぐ手紙 精神保健福祉センター

◆ こころのほっとライン

☎ ０５３－４５７－２１９５

開設時間：月曜日～金曜日 8時30分～16時

※祝日、年末年始を除く

◆ 浜松いのちの電話

☎ ０５３－４７３－６２２２

開設時間：○ 日・月・火曜日、祝日／10時～21時30分

○ 水・木・金・土曜日／10時～24時

○ 第2・第4土曜日／10時～翌日10時

◆ 自殺予防いのちの電話

☎ ０１２０－７８３－５５６

開設時間：毎月10日開設（8時～翌日8時）
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窓口で相談したい方へ

◆ 浜松市障害保健福祉課

精神に障がいのある人やその疑いのある人を対象とした相談を行います。

○ TEL 053-457-2213

◆ 浜松市精神保健福祉センター
家族会等代表者連絡会を開催しています。当事者の障がいや疾患、問題にかかわらず、互い
に理解を深め、地域で支えあうネットワーク作りの場としています。

○ TEL 053-457-2709

◆ 浜松市障害者相談支援事業
障がいのある人・障がいのある子ども・保護者・介護者などの相談に応じ、利用できるサービス
などをアドバイスします。成年後見制度の利用にかかる相談にも応じています。

施設名 所在地 電話番号（053）

アグネス 中区高丘北三丁目31番9号 414-1662
ぷらたなす 中区曳馬二丁目8番19号 544-6051
くすのき 中区和合町555番地（和合せいれいの里内） 478-0802
だんだん 東区中郡町474番地 589-3027
ひがし 東区原島町266番地 411-6510
まど 西区大人見町3419番地の5（工房ゆう内） 570-1312

すばる 西区大山町2254番地の1（大山ファーム内） 439-5147
浜松南 南区江之島町600番地の1（アンサンブル江之島内） 427-1315
信生 北区細江町中川7220番地の1（信生寮内） 437-4676

ナルド 北区細江町中川7220番地の7（讃栄寮内） 437-4609
はまきた 浜北区貴布祢2668番地（貴布祢デイサービスセンター内） 587-3131
浜松東 浜北区高薗208番地の2（浜北愛光園内） 541-7340

シグナル 浜北区高薗775番地の1（浜松市発達医療総合福祉センター内） 586-8804
ぽるた 浜北区東美薗591番地の1 586-8855

てんりゅう 天竜区山東3382番地の2（やまびこデイサービスセンター内） 926-2323
H30.3現在

◆ 地域包括支援センター（高齢者相談センター）
高齢者本人やその家族から寄せられるさまざまな悩みに応じ、必要な支援を行います。

施設名 所在地 電話番号（053） 担当地域

元浜 中区元浜町356 479-1215 北、曳馬

鴨江 中区鴨江三丁目70-27 456-3362 西、県居、江西

佐鳴台 中区佐鳴台三丁目35-21 448-0201 城北、佐鳴台

和合 中区和合町555 475-5560 冨塚、萩丘（住吉・和合）

板屋 中区板屋町697 456-5600 中央、アクト、江東、駅南

高丘 中区高丘東四丁目43-11 420-6330 萩丘（萩丘中、葵・高丘）

ありたま 東区有玉南町1436 434-7899 積志

さぎの宮 東区小池町38-1 432-5151 長上、笠井

あんま 東区安間町55-8 423-2701 中ノ町、和田、蒲

大平台 西区大平台一丁目34-30 485-2800 入野、篠原

和地 西区大山町2893-1 437-2001 庄内、和地、伊佐見

雄踏 西区雄踏町宇布見4080-4 597-0022 舞阪、雄踏、神久呂

新津 南区法枝町248-3 444-3333 新津、可美

芳川 南区石原町739 426-1503 芳川、河輪、五島

三和 南区三和町242-1 462-1011 白脇、飯田

三方原 北区新都田五丁目12-21 428-6333 都田、新都田、三方原

細江 北区引佐町井伊谷2569 528-2288 細江、引佐、三ヶ日

三ヶ日支所 北区三ヶ日町三ヶ日500-1 528-0788 三ヶ日

北浜 浜北区高薗208-2 584-2733 北浜

しんぱら 浜北区新原4092-2 584-1090 浜名、麁玉

於呂 浜北区於呂2519-2 588-5600 中瀬、赤佐

天竜 天竜区二俣町二俣2396-56 925-0034 天竜、春野

春野支所 天竜区春野町宮川1467-2 983-5000 春野

北遠中央 天竜区龍山町戸倉711-2 969-0088 佐久間、水窪、龍山

水窪支所 天竜区水窪町奥領家2980-1 982-0870 水窪

佐久間支所 天竜区佐久間町中部18-11 965-0080 佐久間

H30.3現在

28 29



浜松市内精神保健福祉関係家族会等ガイドブック

制作 浜松市精神保健福祉センター
〒４３０－０９２９
浜松市中区中央一丁目１２－１
県浜松総合庁舎４階
ＴＥＬ ０５３－４５７－２７０９
ＦＡＸ ０５３－４０１－１０２８

発行 令和元年９月


