2．安心すこやかセンター（地域包括支援センター）
要介護認定を受け、要支援１・２と認定されたら、はじめに担当の安心すこやかセンター(地域包括支援セ
ンター)を確認してください。担当の安心すこやかセンターが,住み慣れた地域・自宅でいつまでも安心して生
活を送ることができるように、利用者とともに予防のための介護予防サービス計画(ケアプラン)を作ります。
※介護予防サービス計画の作成費用について、自己負担はありません。
●安心すこやかセンター グリーンヒルズ藤枝
担当町内会： 瀬戸谷地区 の全町内会
担当町内会： 稲葉地区
の全町内会
担当町内会： 藤枝地区のうち
原第1～6、木町第1～5、栄、小坂、上伝馬
●安心すこやかセンター 開寿園
担当町内会： 葉梨地区 の全町内会
担当町内会： 広幡地区 の全町内会
●安心すこやかセンター ふじトピア
担当町内会： 西益津地区 の全町内会
担当町内会： 藤枝地区 のうち
益津、岡出山1～3丁目、千才、長楽寺1、白子、
下伝馬、左車、市部1～3、藤岡1～5丁目、
五十海東、五十海西
●安心すこやかセンター 社会福祉協議会
担当町内会： 青島地区のうち
富士見町、日の出町、小石川町、東町、メゾン・
グランツ、ファミール藤枝、駅前第1～3、喜多町、
サーパス駅西公園、駿河台1～5、駿河台団地、
駿河台西団地、南駿河台1～6、メゾン駿河台、
青木北・西・東・南、志太第1～5、瀬戸新屋、
水上、南新屋、新南新屋、芙蓉台、緑の丘、
一里山、三軒屋、瀬戸、内瀬戸、光洋台、瀬古
第1～3、ふじみ台、県営瀬古団地、マークス・
ザ・タワー藤枝

安心すこやかセンター 藤枝市安心すこやかセンター

【法人名】 医療法人社団 聖稜会
住 所 〒426-0133 藤枝市宮原244-1
電話番号 054-639-1212
メール
hokatsu-ghf@mail.wbs.ne.jp
アドレス
営 業 日 月～金（祝日・年末年始除く）
責 任 者 宮津 巌
ホーム
http://seiryoukai.or.jp
ページ

安心すこやかセンター

●安心すこやかセンター 第2開寿園
担当町内会： 青島地区 のうち
前島上東・西、前島仲、田沼北・中・南、
青葉町中・南、追分、追分西、青南町上・下
担当町内会： 大洲地区 のうち
善左衛門上・下、弥左衛門、忠兵衛、青洲団地、
源助、五平

●安心すこやかセンター 愛華の郷
担当町内会： 高洲地区 の全町内会
担当町内会： 大洲地区のうち
大東町西・北・東・南、泉町

●安心すこやかセンター 亀寿の郷
担当町内会： 岡部地区 の全町内会

●

グリーンヒルズ藤枝
事業所番号

FAX番号

054-639-0800

営業時間 8：30～17：00

藤枝市安心すこやかセンター

【法人名】 社会福祉法人 富水会
住 所 〒426-0213 藤枝市中ノ合252-1
電話番号 054-638-2253
メール
kaijuen.houkatu@cy.tnc.ne.jp
アドレス
営 業 日 月～金（祝日、年末年始を除く）
責 任 者 大井 市郎
ホーム
http://www.fusuikai.jp/
ページ

2205300037

サービスの特徴

地域で暮らす高齢者の総合相談窓口です。介
護のこと、生活のこと、健康のことなどお気軽
にご相談ください。
担当地区は瀬戸谷地区・稲葉地区・藤枝地区
の一部（原・木町・栄・小坂・上伝馬地区）で
す。

開寿園
事業所番号

2205300045

サービスの特徴
FAX番号

054-638-2414

営業時間 8:30～17:30

ご本人、ご家族の気持ちに寄り添い、安心な暮
らしを支えるお手伝いをさせていただきます。
地域に向けて、認知症、介護保険、ロコモ等に
ついて出張相談も行っています。 お気軽にご
相談してください。
担当地区は葉梨・広幡地区です。

安心すこやかセンター

藤枝市安心すこやかセンター

【法人名】 社会福祉法人 凰会
住 所 〒426-0204 藤枝市時ケ谷417-2
054-638-5259
電話番号
(緊急時090-3421-5259)
メール
fuji-topia@po2.across.or.jp
アドレス
営 業 日 月～金(祝祭日、年末年始を除く)
責 任 者 増田 光春
ホーム
https://fujitopia.jp/
ページ

安心すこやかセンター

ふじトピア
事業所番号

FAX番号

054-638-5255

社会福祉協議会

【法人名】 社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会
住 所 〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋83-6
電話番号 054-643-3526
FAX番号 054-643-3544

安心すこやかセンター

営業時間 8：30～17：15

藤枝市安心すこやかセンター

安心すこやかセンター

【法人名】 社会福祉法人 三愛会
住 所 〒426-0044 藤枝市大東町58
電話番号 054-634-1133
メール
houkatu@aikanosato.com
アドレス
営 業 日 月～金（祝日、年末年始除く）
責 任 者 阿井 彰
ホーム
http://aikanosato.com/
ページ

安心すこやかセンター

営業時間 8：30～17：30

藤枝市安心すこやかセンター

事業所番号

2205300029

サービスの特徴

住み慣れた地域で高齢者の方が安心して生活
が送られるように介護、福祉、健康、医療など
様々な面からご相談・支援をさせていただきま
す。営業時間外は転送電話で対応いたしま
す。

第2開寿園

【法人名】 社会福祉法人 富水会
住 所 〒426-0063 藤枝市青南町1-12-13
電話番号 054-634-0232
FAX番号 054-636-7202
メール
dai2kaiju@kyi.biglobe.ne.jp
アドレス
営 業 日 月～金（祝日・年末年始除く）
責 任 者 大井 市郎
ホーム
http://www.fusuikai.jp
ページ

地域の高齢者のあらゆる相談や問題に対応す
る『ワンストップ相談窓口』です。いつまでも住
み慣れた地域で安心して暮らしたい・・そんな
思いを応援します!

営業時間 8:30～17:30

藤枝市安心すこやかセンター

メール
csw-fujezai@ca.thn.ne.jp
アドレス
営 業 日 月～金（祝日・年末年始除く）
責 任 者 水野 明
ホーム
http://www.fujiedashakyo.ｊｐ
ページ

2205300060

サービスの特徴

事業所番号

2205300052

サービスの特徴

高齢者の皆様のあらゆる相談に対応させてい
ただく相談窓口です。住み慣れた地域・自宅で
いつまでも安心して生活を送ることができるよ
う、また、地域の皆様に信頼される相談機関と
なれるよう業務に取り組んでおります。お気軽
にご相談ください。

愛華の郷
事業所番号

2205300011

サービスの特徴
FAX番号

054-634-1234

高齢者の皆様が安心して暮らしていけるよう、
地域の身近な相談窓口として対応しています。
お気軽にご連絡ください。

営業時間 8:30～17:30

藤枝市安心すこやかセンター

亀寿の郷

【法人名】 社会福祉法人 葉月会
住 所 〒421-1131 藤枝市岡部町内谷1334-4
電話番号 054-667-5001
FAX番号 054-667-2229
メール
kijyunosato@hadukikai.jp
アドレス
営 業 日 月～金（年末年始除く）
営業時間 8:30～17:30
責 任 者 森崎 日出男
ホーム
http://hadukikai.jp/kijyunosato/
ページ

事業所番号

2205300078

サービスの特徴

岡部地区の高齢者の身近な相談センターとし
て「いつでも・どこでも・だれでも・すぐに」をモッ
トーとし、介護、福祉、権利擁護、健康づくり等
のサポートや、住みよい街にするための地域
づくりに取り組んでいます。

