
◎地域子育て支援拠点

認定
番号

氏名 ふりがな 市町名 地域子育て支援拠点名称 郵便番号 住所 所属 電話 FAX

14-01 田形　尚美 たがた　なおみ 静岡市 静岡中央子育て支援センター 420-0031
静岡市葵区呉服町2-1-1札の辻ビ
ル4F 054-254-2296 054-254-2600

14-02 佐藤　昌子 さとう　まさこ 静岡市 静岡中央子育て支援センター 420-0031
静岡市葵区呉服町2-1-1札の辻ビ
ル4F 054-254-2296 054-254-2600

14-03 永田　節子 ながた　せつこ 静岡市 地域子育て支援センター北安東 420-0881 静岡市葵区北安東4-29-24 北安東保育園 054-246-1180 054-246-1180

14-04 望月　田鶴子 もちづき　たづこ 静岡市 地域子育て支援センター小百合 420-0943 静岡市葵区上伝馬18-28 小百合キンダーホーム 054-250-8101 054-271-3311

14-05 松永　雅代 まつなが　まさよ 静岡市 蒲原子育て支援センター 421-3211 静岡市清水区蒲原新田1丁目21-1 蒲原市民センター 054-385-3112 054-385-5181

15-01 榎本　知子 えのもと　ともこ 静岡市 地域子育て支援センターしずはた 421-2103 静岡市葵区俵沢109番地 賤機こども園 054-294-0169 054-294-1310

15-02 藤浪　千枝 ふじなみ　ちえ 静岡市 地域子育て支援センター 小百合 420-0943 静岡市葵区上伝馬18-28 小百合キンダーホーム 054-271-1237 054-271-3311

15-03 杉山　三峰子 すぎやま　みほこ 静岡市 わとと・あおぞら 422-8066
静岡市駿河区泉町4-16越田ビル2
階　Ｂ号室 賃貸ビル 054-284-1320 054-284-1320

15-04 花森　香織 はなもり　かおり 静岡市 地域子育て支援センター丸子 421-0103 静岡市駿河区丸子2-18-32 丸子こども園 054-257-0621 054-259-9810

16-01 村田　直子 むらた　なおこ 静岡市 清水中央子育て支援センター 424-0823 静岡市清水区島崎町223清水テルサ１階 054-355-3366

16-02 飯田　直美 いいだ　なおみ 静岡市 地域子育て支援センター東豊田 422-8004 静岡市駿河区国吉田6-7-29 東豊田中央こども園 054-261-6455 054－261-6320

16-03 赤堀　記枝 あかほり　のりえ 浜松市 ぎゅっと 431-3113 浜松市東区大瀬町2050 若宮保育園 053－433-2727

16-04 佐藤　君枝 さとう　きみえ 浜松市 わわわひろば 433-8125 浜松市中区和合町220-1280 和合保育園 053－472-2522 053－472-2520

16-05 山本　千津 やまもと　ちづ 浜松市 ここみ広場 430-0917 浜松市中区常盤町140－8 053－452-5037 053－452-5037

16-06 室坂　恭子 むろさか　きょうこ 浜松市 ここみ広場 430-0917 浜松市中区常盤町140－8 053－452-5037 053－452-5037

09-17 黒部　幸子 くろべ　さちこ 浜松市 浜松こども館 430-0933
浜松市中区鍛治町100-1ザザシ
ティ浜松中央館６階、７階 賃貸ビル 0538-45-0085 0538-44-0054

11-01 宮下　清美 みやした　きよみ 沼津市 沼津っ子ふれあいセンター 410-0801
沼津市大手町1-1-3商連会館ビル
4F 商業ビル 055-952-8077 055-952-8077

14-06 長澤　あすか ながさわ　あすか 沼津市 せんぼん子育て支援センター 410-0867 沼津市本字千本1910-19 千本小学校 055-962-7818 055-962-7818

15-05 藁科　典子 わらしな　のりこ 沼津市 せんぼん子育て支援センター 410-0867
沼津市本字千本1910-19　千本小
学校体育館1階 千本小学校 055-962-7818 055-962-7818

12-01 真島　由佳 まじま　ゆか 沼津市 ぬまづ健康福祉プラザふれあい交流室 410-0032
沼津市日の出町1-15（ぬまづ健康
福祉プラザ内5F） ぬまづ健康福祉プラザ 055-922-1501 055-922-1502

13-03 堀内 浩子 ほりうち　ひろこ 沼津市 せんぼん子育て支援センター 410-0867
沼津市本字千本1910-19　千本小
学校体育館１Ｆ 千本小学校 055-962-7818 055-962-7818

13-04 下山 洋美 しもやま　ひろみ 沼津市 ぬまづ健康福祉プラザふれあい交流室 410-0032
沼津市日の出町1-15（ぬまづ健康
福祉プラザ内5F） ぬまづ健康福祉プラザ 055-922-1501 055-922-1502

16-07 榊原　元美 さかきばら　もとみ 沼津市 沼津っ子ふれあいセンター 410-0801 沼津市大手町1-1-3商連会館ビル４階 055-952-8077

11-02 西島　美智子 にしじま　みちこ 熱海市 熱海子育て支援センター 413-0018 熱海市上宿町4－19 0557-48-7360 0557-48-7361

11-03 加藤　美雪 かとう　みゆき 三島市 地域子育て支援センター「ゆりかご」 411-0816 三島市梅名553-1 三島ようらん保育園 055-977-2811 055-977-2853

11-04 鈴木　幸子 すずき　さちこ 三島市 本町子育て支援センター 411-0855
三島市本町3-29本町タワービル４
Ｆ 本町タワービル 055-991-6100 055-983-2690

14-07 関野　弘美 せきの　ひろみ 三島市 本町子育て支援センター 411-0855
三島市本町3-29本町タワービル４
Ｆ 本町タワービル 055-991-6100 055-983-2835

14-08 鈴木　ゆかり すずき　ゆかり 三島市 あおぞら広場 411-0815 三島市安久309-6 中郷南保育園 055-977-2182 055-977-6371

08-03 杉村　知恵 すぎむら　ちえ 三島市 赤ちゃんセンター 411-0801 三島市谷田2143 恵明保育園 055-975-1940 055-972-5434

08-04 杉村　とみ子 すぎむら　とみこ 三島市 子育て支援センター「ぽこ｣ 411-0801 三島市谷田1629-38 恵明コスモス保育園 055-973-7778 055-973-7779

08-05 岩崎　和枝 いわざき　かずえ 三島市 ひよこらんど 411-0023 三島市加茂24-7 加茂保育園 055-972-0332 055-991-2112

08-06 菊地　まゆみ きくち　まゆみ 三島市 ふれあい広場 411-0824 三島市長伏121-7 中郷西保育園 055-977-4157 055-977-4159

09-04 松井　礼子 まつい　れいこ 三島市 ひよこらんど 411-0023 三島市加茂24-7 加茂保育園 055-972-0332 055-991-2112

12-03 高村　佐和子 たかむら　さわこ 三島市 子育て支援センター「ぽこ」 411-0801 三島市谷田1629-38 恵明コスモス保育園 055-973-7778 055-973-7779

12-04 高橋　好美 たかはし　よしみ 三島市 子育て支援センター「じゃじゃ丸」 411-0046 三島市芙蓉台2-3-17 芙蓉台保育園 055-987-7922

12-05 杉村　みなみ すぎむら　みなみ 三島市 子育て支援センター「フリッパー」 411-0033 三島市文教町2-28-6 恵明キッズサクラビレッジ 055-943-6878 055-989-7039

16-08 塩谷　ひとみ しおや　ひとみ 三島市 あおぞら広場 411-0815 三島市安久309-6 中郷南保育園 055-977-2182

14-09 村上　綾 むらかみ　あや 伊東市 伊豆栄光荻子育て支援センター 414-0053 伊東市荻601-13 伊豆栄光荻保育園 0557-36-6603 0557-36-6658

15-06 間宮　弘美 まみや　ひろみ 伊東市 八幡野保育園子育て支援センター 413-0232 伊東市八幡野1189-170 八幡野保育園 0557-54-2700 0557-54-2700

15-07 大場　弥生 おおば　みき 伊東市 地域子育て支援センターこむろっこ 414-0044 伊東市川奈1267 川奈愛育クラブ 0557-44-1400 0554-44-1422

12-06 殿岡　マリコ とのおか　まりこ 伊東市 伊豆栄光湯川保育園「ちゅうりっぷ」 414-0002 伊東市湯川3-8-10 伊豆栄光湯川保育園 0557-37-5571 0557-36-6607

16-09 佐藤　みゆき さとう　みゆき 伊東市
子育て支援センター「きしゃ
ぽっぽ」

414-0001 伊東市宇佐美610-20 宇佐美保育園 0557－47－3050 0557－47－3050

16-10 西島　千鶴 にしじま　ちづる 伊東市 子育て支援センター「こむろっこ」 414-0044 伊東市川奈1267番地 川奈愛育クラブ 0557－44－1400

08-08 山﨑　桂子 やまざき　けいこ 島田市 子育て支援センター「子育てふうせん」 427-0046 島田市若松町2538-1 ゆたか保育園　 0547-35-1176 0547-35-1330

08-09 園田 よしの そのだ　よしの 島田市 子育て支援センター「たんぽぽ広場」 427-0104 島田市井口407 初倉保育園　 0547-38-2525 0547-38-2525

08-11 田中　敦子 たなか　あつこ 島田市 地域子育て支援センター「あひるっこ」 427-0022 島田市本通3-6-1 地域交流センター 0547-37-2739 0547-37-2739

10-02 駒形　玉絵 こまがた　たまえ 島田市 地域子育て支援センター「ひばり」 427-0008 島田市落合64-1 大津保育園 0547-39-5953

10-04 中山　恵子 なかやま　けいこ 島田市 地域子育て支援センター「あそぼう会」 427-0039 島田市向谷4-1084-1 島田市立第一保育園 0547-37-1315 0547-37-1315

11-07 土本　貴子 どもと　たかこ 島田市 地域子育て支援センター「ひばり」 427-0008 島田市落合64-1 大津保育園 0547-39-5953 0547-34-1833
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14-10 石神　由美子 いしがみ　ゆみこ 島田市 子育て支援センター「たんぽぽ広場」 427-0104 島田市井口407 初倉保育園 0547-38-2525

15-08 水谷　洋子 みずたに　ようこ 島田市 地域子育て支援センターすまいるハウスたまご 427-0022 島田市本通3-6-1 地域交流センター 0547-37-2739 0547-37-2739

09-06 中根　美幸 なかね　みゆき 島田市 子育て支援センター「シャローム」 427-0041 島田市中河町344 島田聖母保育園 0547-37-5430 0547-37-5506

11-06 中田　惠子 なかた　けいこ 島田市 子育て支援センター「シャローム」 427-0041 島田市中河町344 島田聖母保育園 0547-37-5430 0547-37-5506

12-08 池ヶ谷　茂美 いけがや　しげみ 島田市 子育て支援センター「子育てふうせん」 427-0046 島田市若松町2538-1 ゆたか保育園 0547-35-1176 0547-35-1330

12-09 杉村　博美 すぎむら　ひろみ 島田市 子育て支援センター「にこにこ広場」 427-0011 島田市東町1210 六合第二保育園 0547-35-0123 0547-35-0128

13-12 田村　知子 たむら　ともこ 島田市 子育て支援センター「にこにこ広場」 427-0011 島田市東町1210 六合第ニ保育園 0547-35-0123 0547-35-0128

13-13 坂本　雅子 さかもと　まさこ 島田市 地域子育て支援センター「ひばり」 427-0008 島田市落合64-1 大津保育園 0547-39-5953

16-11 袴田　小夜子 はかまた　さよこ 島田市 地域子育て支援センター「木の実」 427-0042 島田市中央町12-12 くりのみ保育園 0547－36－3160 0547－36－5727

16-12 鈴木　積子 すずき　せきこ 島田市 地域子育て支援センター「ひよこ」 428-0006 島田市牛尾1111 五和保育園 0547－45－3374 0547－45－5757

08-12 漆畑　千春 うるしばた　ちはる 富士市 子育て支援センター「なかよし会」 417-0847 富士市比奈2490 富士見台リズム保育園 0545-21-0814 0545-21-0010

09-08 清水　史恵 しみず　ふみえ 富士市 地域子育て支援センター「タンバリン」 417-0847 富士市比奈115－3 富士市東部児童館 0545-34-3003 0545-34-3077

10-06 金指　雅美 かねざし　まさみ 富士市 地域子育て支援センター「トライアングル」 419-0204 富士市入山瀬4-9-3 0545-71-7141 0545-71-4529

11-10 久保田　恭子 くぼた　やすこ 富士市 地域子育て支援センター「わいわい」 419-0205 富士市天間1598-1 富士わかば保育園 0545-71-7716 0545-72-2671

13-10 木内　真子 きうち　まさこ 富士市 地域子育て支援センター「カスタネット」 416-8558
富士市本市場432-1 フィランセ内
東館4階 0545-66-4129 0545-66-4138

13-11 藤澤　美冬 ふじさわ　みふゆ 富士市 地域子育て支援センター「ルンルン」 421-3301 富士市北松野1825-1 松野こども園 0545-85-2832 0545-85-2832

15-09 長橋　幸恵 ながはし　さちえ 富士市 地域子育て支援センター「トントゥ」 417-0852 富士市原田1742-1 認定こども園みのる幼稚園 0545-21-4115 0545-21-4116

12-10 青柳　圭子 あおやぎ　けいこ 富士市 子育て支援センター「トライアングル」 419-0204 富士市入山瀬4-9-3 浅間保育園 0545-71-7141 0545-71-4529

12-11 市川　瑞佳 いちかわ　みずか 富士市 地域子育て支援センター「わいわい」 419-0205 富士市天間1598-1 富士わかば保育園 0545-71-7716 0545-72-2671

16-13 鈴木　朋美 すずき　ともみ 富士市 地域子育て支援センター「カスタネット」 416-0906 富士市本市場432-1ﾌｨﾗﾝｾ東館4F 0545-66-4129 0545-66-4138

16-14 渡邊　めぐみ わたなべ　めぐみ 富士市 地域子育て支援センター「トントゥ」 417-0852 富士市原田1742-1 みのる認定こども園 0545-21-4115 0545-21-4116

16-15 渡邉　めぐみ わたなべ　めぐみ 富士市 地域子育て支援センター「にこにこ」 419-0201 富士市厚原1385 認定こども園たかおか 0545-71-3085 0545-71-3183

08-15 鈴木  美子 すずき　よしこ 磐田市 こどもの森 438-0084 磐田市城之崎1-2-13 0538-36-1311

09-09 木下　志津子 きのした　しづこ 磐田市 子育て支援センター「にっこにこ」 438-0077 磐田市国府台57-7 総合健康福祉会館「iプラザ」 0538-31-0115 0538-31-0115

14-11 駒形　典子 こまがた　のりこ 磐田市 子育て支援センター「こどもの家」 438-0204 磐田市岡783-1 竜洋コミュニティセンター 0538-66-9000 0538-66-9000

15-10 藤井　優子 ふじい　ゆうこ 磐田市 こどもの森 438-0084 磐田市城之崎1-2-13 民家 0538-36-1311 0538-36-1260

15-11 寺田　志保子 てらだ　しほこ 磐田市 子育て支援センター「ニッセの部屋」 438-0833 磐田市弥藤太島500-1 豊田福祉センター 0538-36-8195 0538-36-8196

09-10 鈴木　佳代 すずき　かよ 磐田市 子育て支援センター「にっこにこ」 438-0116 子育て支援センター「にっこにこ」 0538-31-0115 0538-31-0115

11-11 青島　みつよ あおしま　みつよ 磐田市 子育て支援センター「あいあい」 438-0116 磐田市壱貫地168-1 磐田市立豊岡児童館 0539-63-0047 0539-63-0077

11-12 藤田　まゆみ ふじた　まゆみ 磐田市 子育て支援センター「ニッセの部屋」 438-0833 磐田市弥藤太島500-1 豊田福祉センター 0538-36-8195 0538-36-8196

11-13 安藤　江津子 あんどう　えつこ 磐田市 子育て支援センター「にっこにこ」 438-0077 子育て支援センター「にっこにこ」 0538-31-0115 0538-31-0115

12-12 金原　節子 きんぱら　せつこ 磐田市 子育て支援センター「ニッセの部屋」 438-0833 磐田市弥藤太島500-1 豊田福祉センター 0538-36-8195 0538-36-8196

12-13 古川　貴子 ふるかわ　たかこ 磐田市 子育て支援センター「あいあい」 438-0116 磐田市壱貫地168-1 磐田市立豊岡児童館 0539-63-0047 0539-63-0077

12-14 下山　美加 しもやま　みか 磐田市 地域子育て支援センター「ぽっけ」 438-0803 磐田市富丘162-1 とみがおか保育園 0538-35-2546 0538-35-2547

13-05 山本　頼子 やまもと　よりこ 磐田市 子育て支援総合センター「のびのび」 438-0051 磐田市上大之郷51 0538-37-4102 0538-37-4103

16-16 田中　往子 たなか　ゆきこ 磐田市 こどもの森 438-0084 磐田市城之崎1丁目2-13 0538-36-1311

16-17 堀江　季絵 ほりえ　ときえ 磐田市 子育て支援センター「ニッセの部屋」 438-0833 磐田市弥藤太島500-1 豊田福祉センター 0538-36-8195

09-11 北原　和枝 きたはら　かずえ 焼津市  地域子育て支援センター「ワン・ツー・スリー」 425-0054 焼津市一色722番地 第三ゆりかご保育所 054-623-1551 054-623-3551

11-14 高橋　芳子 たかはし　よしこ 焼津市 大井川子育て支援センター「とまとぴあ」 421-0205 焼津市宗高1205番地の1 児童センター 054-662-2300

12-15 内田　記子 うちだ　のりこ 焼津市 子育てサポートルーム　つどいの広場 425-0088 焼津市大覚寺3丁目2-2 焼津市総合福祉会館 054-627-2999 054-620-3339

16-18 大畑　涼子 おおはた　りょうこ 焼津市 子育てサポートルーム　つどいの広場 425-0088 焼津市大覚寺3丁目2-2 焼津市総合福祉会館 054-627-2999 054-620-3339

13-09 山下 宣子 やました　のりこ 焼津市 親子ふれあい広場 425-8502 焼津市本町5-6-1アトレ庁舎１階 アトレ焼津 054-626-3388 054-626-2187

11-18 秋山　めぐみ あきやま　めぐみ 焼津市 子育てサポートルーム　つどいの広場 425-0088 焼津市大覚寺3丁目2-2 焼津市総合福祉会館 054-627-2999 054-620-3339

10-10 戸塚　修子 とつか　しゅうこ 掛川市 子育て支援事業所倉真パンダひろば 436-0341 掛川市倉真3802-2 0537-28-0546 0537-28-0546

10-11 安田　亜紀子 やすだ　あきこ 掛川市 地域子育て支援センター「あいあい」 436-0227 掛川市家代の里1-5-1 掛川こども園 0537-61-3323 0537-61-3321

11-15 澤部　瑞紀 さわべ　みずき 掛川市 地域子育て支援センター「あいあい」 436-0227 掛川市家代の里1-5-1 掛川こども園 0537-61-3322 0537-61-3321

14-12 牧野　あけみ まきの　あけみ 掛川市 掛川児童交流館 436-0079 掛川市掛川910-1 総合福祉センター 0537-24-0822 0537-24-5730

14-13 伊藤　弥生 いとう　やよい 掛川市 子育て支援事業所倉真パンダひろば 436-0341 掛川市倉真3802-2 0537-28-0546 0537-28-0546

14-14 白畑　喜代美 しらはた　きよみ 掛川市  子育て支援センターきしゃぽっぽ 436-0338 掛川市和光2-16-1 掛川中央幼保園 0537-24-5501 0537-24-5751

15-12 小野田　優希 おのだ　ゆうき 掛川市 地域子育て支援センター“はじめのいっぽ” 437-1302 掛川市大渕4385-1 おおぶち保育園 0537-48-5101 0537-48-0706

13-06 松浦　美晴 まつうら　みはる 掛川市 地域子育て支援センター「あいあい」 436-0227 掛川市家代の里1-5-1 掛川こども園 0537-61-3322 0537-61-3321

16-19 大場　明美 おおば　あけみ 掛川市 子育て支援事業所倉真パンダひろば 436-0341 掛川市倉真3802-2 0537-28-0546 0537-28-0546

08-23 井原　孝子 いはら　たかこ 藤枝市 子育て支援センター「ふれあいルーム」 426-0004 藤枝市上当間443-3 たちばな保育園 054-644-2522 054-644-2688

08-26 竹田　秀子 たけだ　ひでこ 藤枝市 子育て支援センター「エンジェルルーム」 426-0201 藤枝市下薮田733-1 藤枝聖マリア保育園 054-638-2941 054-638-3139
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09-12 岡田　法子 おかだ　のりこ 藤枝市 子育て支援センター「めだかっこ」 426-0014 藤枝市若王子3-4-33 藤枝保育園 054-641-1634 054-646-3164

15-13 岩堀　かづ子 いわほり　かづこ 藤枝市 子育て支援センター「くるるん」 426-0067 藤枝市前島3-16-31 前島保育園 054-636-7780 054-636-7780

15-14 橋ケ谷　扶美代 はしがや　ふみよ 藤枝市 子育て支援センター「ひまわり」 426-0047 地域子育て支援センターひまわり ふじの花保育園 054-635-2192

15-15 中西　真子 なかにし　まさこ 藤枝市 子育て支援センター「ちびっこルーム」 421-1131 藤枝市岡部町内谷1400-1 福祉センター 054-667-7051 054-667-7051

11-16 岩崎　雅子 いわさき　まさこ 藤枝市 子育て支援センター「あさひな」 421-1102 藤枝市岡部町宮島517－1 054-668-0200 054-668-0109

11-17 大村　久江 おおむら　ひさえ 藤枝市 子育て支援センター「くるるん」 426-0067 藤枝市前島3-16-31 前島保育園 054-636-7780 054-636-7780

11-19 鈴木　智子 すずき　ともこ 藤枝市 子育て支援センター「エンジェルルーム」 426-0201 藤枝市下薮田733-1 藤枝聖マリア保育園 054-638-2941 054-638-3139

12-18 大石　喜久子 おおいし　きくこ 藤枝市 高洲こども広場 426-0041 藤枝市高柳4-9-13 高洲公民館 054-635-1477 054-635-1477

16-20 曽根　みなみ そね　みなみ 藤枝市 地域子育て支援センター「光の子広場」 426-0072 藤枝市南新屋224-4 青木橋保育園 054-641-1262 054-641-1262

16-21 河村　正乃 かわむら　まさの 藤枝市 高洲こども広場 426-0041 藤枝市高柳4-9-13 高洲地区交流センター 054-635-1477

08-29 渡辺　幸子 わたなべ　さちこ 御殿場市 すみれらんど 412-0039 御殿場市竈1237-1 すみれ保育園 0550-83-4341 0550-83-4341

09-14 梅木　公子 うめき　きみこ 御殿場市 すくすくらんど 412-0042 御殿場市萩原477-11 萩原保育園 0550-84-4152 0550-84-2416

09-15 太田　志保 おおた　しほ 御殿場市 ラポールの広場 412-0033 御殿場市神山1692-4 神山保育園 0550-87-1586 0550-87-3168

11-21 鈴木　礼乃 すずき　あやの 御殿場市 すみれらんど 412-0039 御殿場市竈1237-1 すみれ保育園 0550-83-4341 0550-83-4341

14-15 長田　薫 おさだ　かおる 御殿場市 子ども家庭センター 412-0042 御殿場市萩原988-1 市民交流センター 0550-70-6821 0550-70-6825

14-16 山本　和美 やまもと　かずみ 御殿場市 すくすくらんど 412-0042 御殿場市萩原477-11 萩原保育園 0550-83-8338 0550-84-2416

15-16 勝又　真利子 かつまた　まりこ 御殿場市 子ども家庭センター 412-0042 御殿場市萩原988-1 市民交流センター 0550-70-6821 0550-70-6825

16-22 望月　美穂 もちづき　みほ 御殿場市 さんかく屋根ひろば 412-0027 御殿場市西田中402-8 高根学園保育所 0550-82-0539 0550-82-0583

08-30 榊原　多佳子 さかきばら　たかこ 袋井市 親子交流広場 437-1192 袋井市浅名1027 メロープラザ 0538-30-4520 0538-30-4521

11-22 山﨑　文子 やまざき　ふみこ 袋井市 地域子育て支援センター「チューリップ」 437-0039 袋井市愛野東二丁目1番地の11 単独施設 0538-43-1865 0538-43-1865

11-23 穴水　香織 あなみず　かおり 袋井市 地域子育て支援センター「チューリップ」 437-0039 袋井市愛野東二丁目1番地の11 単独施設 0538-43-1865 0538-43-1865

15-17 谷口　京子 やぐち　きょうこ 袋井市 袋井市中央子育て支援センター 437-0027 袋井市高尾町5番地の22 賃貸ビル 0538-45-0085 0538-44-1865

15-18 鈴木　千恵 すずき　ちえ 袋井市 袋井市中央子育て支援センター 437-0027 袋井市高尾町5番地の22 賃貸ビル 0538-45-0085 0538-44-1865

15-19 兵藤　利佳 ひょうどう　りか 袋井市 親子交流広場 437-1192 袋井市浅名1027 メロープラザ 0538-30-4520 0538-30-4521

15-20 西村　のり子 にしむら　のりこ 袋井市 袋井ハロー保育園子育て支援センター 437-0123 袋井市下山梨559番地の1 袋井ハロー保育園 0538-49-3398 0538-49-3398

12-19 永田　友美代 ながた　ゆみよ 袋井市 中央子育て支援センター「カンガルーのぽっけ」 437-0027 袋井市高尾町5番地の22 賃貸ビル 0538-45-0085 0538-44-0054

13-02 横尾　美幸 よこお　みゆき 袋井市 めいわ可睡子育て支援センター 437-0061 袋井市久能2991-1 めいわ可睡保育園 0538-43-5899 0538-43-5894

16-23 大場　小百合 おおば　さゆり 袋井市 中央子育て支援センター「カンガルーのぽっけ」 437-0027 袋井市高尾町5-22 0538-45-0085  0538-44-0054

13-01 浮田　奈保美 うきた　なほみ 裾野市 地域子育て支援センターおかあさんといっしょ 410-1107 裾野市御宿1619-1 御宿台保育園 055-997-8200 055-997-8200

15-21 芹沢　利恵 せりざわ　としえ 裾野市 地域子育て支援センターおかあさんといっしょ 410-1107 裾野市御宿1619番地の1 御宿台保育園 055-997-8200 055-997-8200

08-31 遠藤　準孔 えんどう　じゅんこ 伊豆市 のびのび広場 410-2416 伊豆市修善寺3230-1 修善寺保育園 0558-72-1748 0558-72-9665

08-32 山下　千鶴 やました　ちづる 菊川市 おがさ子育て支援センター「ひまわり」 439-1514 菊川市下平川6225 市社会福祉協議会 0537-73-5698 0537-73-5698

11-24 石川　久美子 いしかわ　くみこ 菊川市 きくがわ子育て支援センター「たんぽぽ」 439-0019 菊川市半済1865番地 市総合保健福祉センター 0537-37-1135 0537-37-1141

15-22 川原　日香留 かわはら　ひかる 菊川市 きくがわ子育て支援センター「たんぽぽ」 439-0019 菊川市半済1865番地 市総合保健福祉センター 0537-37-1135 0537-73-1141

16-24 松村　泉 まつむら　いずみ 菊川市 おがさ子育て支援センター「ひまわり」 437-1514 菊川市下平川6225 0537-73-5698 0537-73-5698

10-13 鈴木　ますみ すずき　ますみ 伊豆の国市 地域子育て支援センター「すみれ」 410-2123 伊豆の国市四日町234-1 055-949-0823 055-949-0823

11-26 吉川　睦子 よしかわ　むつこ 伊豆の国市 地域子育て支援センター「すみれ」 410-2123 伊豆の国市四日町234-1 055-949-0823 055-949-0823

11-27 平井　千恵 ひらい　ちえ 伊豆の国市 地域子育て支援センター「たんぽぽ」 410-2321 伊豆の国市三福295-1 0558-76-6006 0558-76-6006

14-17 代田　昭子 だいた　あきこ 伊豆の国市 地域子育て支援センター「たんぽぽ」 410-2321 伊豆の国市三福295-1 0558-76-6006 0558-76-6006

12-21 山村　一恵 やまむら　かずえ 牧之原市 牧之原市子育て支援センター相良 421-0524
牧之原市須々木140相良総合セン
ターい～ら内

相良総合センター「い～ら」 0548-52-5808 0548-52-5544

13-08 小澤　裕美 おざわ　ひろみ 牧之原市 牧之原市子育て支援センター榛原 421-0422
牧之原市静波991-1
総合健康福祉センター「さざん
か」内

牧之原市総合健康福祉センター「さざんか」 0548-22-0174 0548-24-1005

14-18 中村　美知子 なかむら　みちこ 西伊豆町 地域子育て支援センターたんぽぽ（伊豆海） 410-3515 賀茂郡西伊豆町田子1709-50 伊豆海認定こども園 0558-53-0755

15-23 浅賀　景子 あさか　けいこ 西伊豆町 地域子育て支援センターたんぽぽ 410-3515 賀茂郡西伊豆町田子1709-50 伊豆海認定こども園 0558-53-0755 0558-53-0755

08-35 山本　喜知子 やまもと　きちこ 西伊豆町 地域子育て支援センターたんぽぽ（伊豆海） 410-3515 賀茂郡西伊豆町田子1709-50 伊豆海認定こども園 0558-53-0755 0558-53-0755

12-22 手塚　まつよ てづか　まつよ 西伊豆町 地域子育て支援センターたんぽぽ 410-3514 賀茂郡西伊豆町仁科267 仁科保育園 0558-52-0583 0558-52-0651

15-24 原賀　佳子 はらが　けいこ 函南町 函南町子育てふれあい・地域交流センター 419-0122 田方郡函南町上沢107-1 055-979-8800 055-979-8804

16-25 野田　まつみ のだ　まつみ 清水町 しいの木保育園どんぐりひろば 411-0971 駿東郡清水町徳倉1603-10 しいの木保育園 055-933-4123 055-933-4125

15-25 土屋　清美 つちや　きよみ 長泉町 地域子育て支援センターみかんちゃん 411-0944 駿東郡長泉町竹原317-1 竹原保育園 055-973-4141 055-973-4141

15-26 馬場　裕美 ばば　ひろみ 小山町 きたごうこども園子育て支援センター 410-1326 駿東郡小山町用沢207番地の1 きたごうこども園 0550-78-0504 0550-78-0506

16-26 吉永　香衣 よしなが　よしえ 吉田町 吉田町地域子育て支援センター 421-0302 榛原郡吉田町神戸2092-1 わかば・すみれ保育園内 0548-32-1005

11-30 大村　久代 おおむら　ひさよ 川根本町 川根本町子育て支援施設「ひだまり」 428-0311 榛原郡川根本町元藤川201-1 旧園舎 0547-57-2231 0547-57-2231

08-38 松下　美保 まつした　みほ 森町 子育て支援センター 437-0215 周智郡森町森50-1 森町保健福祉センター 0538-85-2839 0538-85-1294

15-27 北野　絹代 きたの　きぬよ 森町 子育て支援センター 437-0215 周智郡森町森50-1 森町保健福祉センター 0538-85-2839 0538-85-1505
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◎地域子育て支援拠点以外の職員【地域子育て支援拠点からの異動等による】

10-01 吉田　里美 よしだ　さとみ 沼津市 － 410-0022 沼津市大岡1901-1 沼津市立大岡保育所 055-924-0170 055-929-6771

12-02 廣川 　益子 ひろかわ　ますこ 沼津市 － 410-8601 沼津市御幸町16-1 沼津市役所こども家庭課 055-934-4828

08-02 鈴木　裕子 すずき　ゆうこ 三島市 － 411-0815 三島市安久309-6 中郷南保育園 055-977-2182 055-977-6371

09-03 名倉  美香 なぐら　みか 三島市 － 411-0816 三島市梅名47-1 梅の実保育園 055-977-6065 055-977-6625

11-05 杉山あけみ すぎやま　あけみ 三島市 － 411-0816 三島市梅名47-1 梅の実保育園 055-977-6065 055-977-6625

13-07 阿部　香織 あべ　かおり 伊東市 － 414-0001 伊東市宇佐美610-20 伊東市立宇佐美保育園 0557-47-3004

09-13 杉原　ひろみ すぎはら　ひろみ 島田市 －

08-10 森山　靖恵 もりやま　やすえ 島田市 － 427-0042 島田市中央町1-1 島田市役所子育て応援課 0547-36-7253 0547-36-8006

11-08 岡松　鈴賀 おかまつ　すずか 島田市 － 427-0042 島田市中央町13-12 くりのみ保育園 0547-36-3160 0547-36-5727

08-19 松本　みゆき まつもと　みゆき 磐田市 － 438-0803 磐田市富丘162-1 とみがおか保育園 0538-35-2524 0538-35-2547

10-12 伊藤　恵津子 いとう　えつこ 掛川市 － 437-1302 掛川市大渕4385-1 おおぶち保育園 0537-48-5101 0537-48-0706

10-09 後藤　広子 ごとう　ひろこ 掛川市 － 436-0079 掛川市掛川910-1 掛川市社会福祉協議会 0537-22-1309 0537-23-3405

08-27 中村　美幸 なかむら　みゆき 藤枝市 － 426-0026 藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所児童課 054-643-6611 054-643-3260

11-20 関川　律子 せきがわ　りつこ 藤枝市 －

12-16 相川　直美 あいかわ　なおみ 藤枝市 － 426-0021 藤枝市城南2-7-22 すまいる保育園 054-647-3808

08-28 勝又　清子 かつまた　きよこ 御殿場市 － 412-0008 御殿場市印野1795 印野保育園 0550-89-1694 0550-89-1694

08-33 與五澤　一美 よごさわ　かずみ 伊豆の国市 － 410-2321 伊豆の国市三福934-1 伊豆の国市立ひまわり保育園 0558-76-0439 0558-76-0482

08-36 島田　希代子 しまだ　きよこ 西伊豆町 － 410-3514 賀茂郡西伊豆町仁科267 仁科保育園 0558-52-0583 0558-52-0651

11-28 市川　頼子 いちかわ　よりこ 吉田町 － 421-0395 榛原郡吉田町住吉８７ 吉田町子育て支援室 0548-33-2153 0548-33-0361

10-15 北原　香 きたはら　かおり 川根本町 － 428-0313 川根本町上長尾570-1 川根本町立三ツ星保育園 0547-56-0043 0547-56-0043
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