
順不同
焼津市居宅介護事業所

法人名 所在地 電話番号

(株)アイケア 静岡県焼津市石津188 054-625-2000

(株)ニチイ学館 静岡県焼津市西小川３-４-５ 054-620-8501

(福)焼津市社会福祉協議会 静岡県焼津市大覚寺３丁目２番地の２ 054-627-0412

(福)東益津福祉会 静岡県焼津市坂本385-１ 054-628-0070

(社)焼津市医師会 静岡県焼津市西小川５-６-２ 054-620-8585

セントケア静岡（株） 静岡県焼津市与惣次225 054-656-1851

(福)焼津市社会福祉協議会 静岡県焼津市宗高572-１ 054-662-0610

(福)正生会 静岡県焼津市田尻北792-１ 054-656-0656

(株)ニチイ学館 静岡県焼津市宗高字高徳島828-２ 054-664-1026

(株)ニチイ学館
静岡県焼津市八楠３丁目５-21アーバン
八楠１Ｆ

054-621-6003

(株)ニチイ学館
静岡県焼津市三ケ名269　ライフポジ
ションＪ１階103号室

054-621-3055

在宅介護センターアイケア焼津

ニチイケアセンター焼津

事業所名

大井川福祉サービスセンター

訪問介護事業所つばさ

ニチイケアセンター大井川

セントケアやいづ

焼津福祉サービスセンター

特別養護老人ホーム高麓

焼津市医師会ヘルパーステーション

ニチイケアセンター八楠

ニチイケアセンター大住



焼津市生活介護事業所
法人名 所在地 電話番号

(福)焼津福祉会 静岡県焼津市大覚寺３丁目２番地の１ 054-629-5712

(福)焼津福祉会 静岡県焼津市大覚寺３丁目２番地の２ 054-628-9760

(福)焼津福祉会 静岡県焼津市中新田1890-1 054-623-9464

(特非)静岡福祉総合支援の
会
空と大地と

静岡県焼津市高新田2399-54 054-622-6008

(福)焼津福祉会 静岡県焼津市宗高949-２ 054-662-0036

(特非)インクルージョン志太 静岡県焼津市五ケ堀之内530-３ 054-626-2116

(福)嬰育会 静岡県焼津市大島132 054-623-5401

(特非)焼津育成の会　野いち
ご

静岡県焼津市小土1294番地の１ 054-626-3222

(有)池ちゃん家・ドリームケア 静岡県焼津市小柳津638-4 054-625-9820

(株)寺坂商店 静岡県焼津市宗高812-1 054-631-7707

焼津市就労移行支援事業所
法人名 所在地 電話番号

(福)高風会 静岡県焼津市大覚寺３丁目１番地の２ 054-620-9202

障害者生活介護支援相談所
吉祥宝印

事業所名

暁

焼津の空と大地と

すいせん

小規模多機能ホーム
「池ちゃん家」焼津

ゆりかもめ

ゆたか

緑遥作業所

(特非)焼津育成の会　野いちご

アンティーク布花工房・沙羅

事業所名

虹の家



焼津市就労継続支援事業所
種別 事業所名 法人名 所在地 電話番号

Ａ型 焼津ドリームビレッジ (株)富士山ドリームビレッジ 静岡県焼津市下小田中町９-４ 054-625-8744

Ａ型 ミライ (株)エフィカシー 静岡県焼津市駅北三丁目22番地10 054-625-8335

Ａ型 ライム (株)メープル 静岡県焼津市柳新屋827-２ 054-631-6853

Ｂ型 焼津の空と大地と
(特非)静岡福祉総合支援の
会
空と大地と

静岡県焼津市高新田2399-54 054-622-6008

Ｂ型 すいせん (福)焼津福祉会 静岡県焼津市宗高949-２ 054-662-0036

Ｂ型 緑遥作業所 (福)嬰育会 静岡県焼津市大島132 054-623-5401

Ｂ型 つぶら作業所 (福)嬰育会 静岡県焼津市五ケ堀之内628-5 054-621-5442

Ｂ型 野いちご
(特非)焼津育成の会　野いち
ご

静岡県焼津市小土1294番地の１ 054-626-3222

Ｂ型 ワークすばる (福)焼津福祉会 静岡県焼津市大覚寺３丁目２番地の１ 054-620-8790

Ｂ型 暁 (福)高風会 静岡県焼津市大覚寺３丁目１番地の２ 054-620-9202

Ｂ型 漣 (福)高風会 静岡県焼津市三ケ名1592-１ 054-626-8902

Ｂ型 らいふさぽーと結・結 合同会社　結・結 静岡県焼津市東小川６丁目15番地の３ 054-629-8777

Ｂ型 ラビット焼津 (株)富士山ドリームビレッジ 静岡県焼津市三和951 054-625-7550

Ｂ型 スタジオ　プレアデス (有)スターワールド
静岡県焼津市本町１丁目２－４　焼津
本町１丁目ビル３Ｆ

054-629-7711

Ｂ型 うるおい八楠 (株)潤い総研 静岡県焼津市八楠１丁目５-19 054-625-8261

Ｂ型 インフィニティひまわりの橋 (特非)輝望 静岡県焼津市本町５丁目１-１ 054-625-8895

Ｂ型 ライト (株)エフィカシー 静岡県焼津市本町１丁目１-５ 054-625-9870

焼津市障害者支援施設
法人名 所在地 電話番号

(福)焼津福祉会 静岡県焼津市高新田778-１ 054-622-8430大井川寮

事業所名



焼津市グループホーム
法人名 所在地 電話番号

(福)焼津福祉会
静岡県焼津市焼津３-11-５
ﾋﾞﾗｱｰｸﾙB102号

054-626-2877

(特非)インクルージョン志太 静岡県焼津市大村３-３-３ 054-620-5523

(株)富士山ドリームビレッジ 静岡県焼津市下小田中町９-４ 054-625-8520

(特非)ピース 静岡県焼津市大島315番地の１ 054-639-9820

(株)ソーシャルインクルー 焼津市惣右衛門10-1 054-624-5110

焼津市短期入所事業所
法人名 所在地 電話番号

(福)焼津福祉会 静岡県焼津市高新田778-１ 054-622-8430

(福)みだらけ福祉会 静岡県焼津市一色435番地 054-623-9002

(福)東益津福祉会 静岡県焼津市坂本385-１ 054-628-0070

(福)嬰育会 静岡県焼津市大島649 054-623-1455

(有)池ちゃん家・ドリームケア 静岡県焼津市小柳津638-4 054-625-9820

(特非)ピース 静岡県焼津市大島315番地の１ 054-639-9820

(株)ソーシャルインクルー 焼津市惣右衛門10-1 054-624-5110

焼津市同行援護事業所
法人名 所在地 電話番号

(株)ニチイ学館 静岡県焼津市西小川３-４-５ 054-620-8501

(福)焼津市社会福祉協議会 静岡県焼津市大覚寺三丁目２番地の２ 054-627-0412

(社)焼津市医師会 静岡県焼津市西小川５-６-２ 054-620-8585

セントケア静岡(株) 静岡県焼津市田尻384-1 054-656-1851

(福)焼津市社会福祉協議会 静岡県焼津市宗高572-1 054-662-0610

レモン

小規模多機能ホーム
「池ちゃん家」焼津

事業所名

あおい荘

特別養護老人ホーム高麓

福聚荘

大井川寮

ニチイケアセンター焼津

大井川福祉サービスセンター

ソーシャルインクルーホーム
焼津惣右衛門

事業所名

焼津福祉サービスセンター

焼津市医師会ヘルパーステーション

セントケアやいづ

事業所名

すぴか

グループホーム樹羅

ソーシャルインクルーホーム
焼津惣右衛門

ドリームゲート焼津

メロン


