
2020/8/14現在

●　社会福祉協議会　総合相談窓口　（専門職を配置しています）

番号 学区 名称 所  在  地 連絡先 開催日/回数

1
伊勢市社会福祉協議会　本所
ふくしなんでも相談所

ハートプラザみその内正面 20-8610

2
伊勢市社会福祉協議会　中部支所
ふくしなんでも相談所

福祉健康センター内 63-5334

3
伊勢市社会福祉協議会　東部支所
ふくしなんでも相談所

二見ふれあいプラザ内 43-5551

4
伊勢市社会福祉協議会　西部支所
ふくしなんでも相談所

小俣保健センター内 27-0509

5
伊勢市社会福祉協議会　北部支所
ふくしなんでも相談所

ハートプラザみその内北側 22-6617

6
げんここるーむ
ふくしなんでも相談所

イオンタウン
伊勢ララパーク2階

65-6120
毎週木曜日、年末年始を除
く
10：00～19：00

●　地域のふくしなんでも相談窓口

番号 学区 名称 所  在  地 連絡先 開催日/回数

1 進修 ふくしなんでも相談ポスト
進修まちづくり協議会事務局
（宇治浦田2-1-46）

64-8812 ポスト投函のため常時

2 伊勢度会調剤薬局 26-2131

3 高村調剤薬局 20-2510

4 福祉なんでも相談室
厚生まちづくりの会事務局
（一之木ふれあいセンター）

63-5230（事務局）
65-7691(生活お助け
隊)

★事務局毎月
　　第2水曜9：00～12：00
★お助け隊　随時

5
伊勢調剤薬局
 一之木店

28-1000

6
みどり調剤薬局
一之木店

63-5151

7 いせ本町薬局 20-8110

8 有緝まち協　福祉なんでも相談 船江、河崎、神久各地区公民館 なし
毎月第2日曜日
各地区輪番13:00～16:00

9 伊勢調剤薬局 神久店 20-2288

10 みどり調剤薬局 倉田山店 20-0007

11
在宅医療対応型薬局 ひかり
ファーマシー

72-8200

12 伊勢調剤薬局 八間通店 21-0220

営業時間帯なら常時ふくしなんでも相談所

厚生

有緝

ふくしなんでも相談所 営業時間帯なら常時

市全域

土日祝日、年末年始を除く
月曜～金曜
8：30～17：00

四郷 ふくしなんでも相談所 営業時間帯なら常時



2020/8/14現在

●　地域のふくしなんでも相談窓口

番号 学区 名称 所  在  地 連絡先 開催日/回数

13
㈱イワオ薬局
日赤前ミタス伊勢店

65-7555

14
ココカラファイン薬局
日赤前店

21-5015

15
ココカラファイン薬局
ミタス伊勢店

21-2061

16
ウエルシア薬局
伊勢河崎店

28-1411

17 伊勢調剤薬局 岩渕店 23-2020

18 ㈲昭和薬局 24-5584

19 いわぶち・調剤薬局 20-5072

20 みどり調剤薬局 岩渕店 20-4411

21 ひじり薬局 63-6965

22 中島 なんでも相談会
中島学区まちづくり協議会事務局
（中島小学校内）

65-6081
毎月第4水曜日
9：00～16：00

23 ㈱イワオ薬局 浦口店 20-5580

24 すこやか薬局 20-5025

25 豊浜西 ふくしなんでも相談所 ライフ薬局 西豊浜店 38-2700 営業時間帯なら常時

26 豊浜東 地域の相談窓口
西条公民館
（東豊浜町1453）

080-3647-5327
（辻井氏）

毎月第2、第4日曜

27
二見生活介護支援センター潮音　ふ
くしなんでも相談室

二見生活介護支援センター潮音
（二見町茶屋310）

72-8822 通年

28
ふたみシルバーケア豊壽園　ふくしな
んでも相談室

ふたみシルバーケア豊壽園
（二見町三津855）

44-2525
土日祝、年末年始を除く
8:30～17:30

29
二見まちづくりの会ふくしなんでも相
談室

二見まちづくりの会事務局
（二見老人福祉ｾﾝﾀｰ内2階）

65-6654
月水金
9:00～16:00

30 ふくしなんでも相談所
ウエルシア薬局
伊勢二見店

44-2012 営業時間帯なら常時

31 ジップドラッグ小俣薬局 26-0658

32
ウエルシア薬局
伊勢小俣店

20-5770

33 さくら薬局 伊勢御薗店 65-7760

34
第一調剤㈱村田調剤薬局 みそ
のショッピングセンター店

27-2225

二見

小俣 ふくしなんでも相談所 営業時間帯なら常時

御薗 ふくしなんでも相談所 営業時間帯なら常時

明倫 ふくしなんでも相談所 営業時間帯なら常時

早修 ふくしなんでも相談所 営業時間帯なら常時

有緝 ふくしなんでも相談所 営業時間帯なら常時
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●　地域のふくしなんでも相談窓口

35
第一調剤㈱村田調剤薬局 ハート
店

20-6711 営業時間帯なら常時

36
御薗まちづくり協議会事務局
（御薗総合支所内2階）

67-4243
月水金
9:00～16：00

37
ウエルシア薬局
伊勢宮町店

20-1277 営業時間帯なら常時

38
有限会社くろべ
　 ふくしなんでも相談室

グループホームみそのむら
御薗町高向481

29-2827
通年
9:00～16:00

39
神社まちづくり協議会事務局
（みなとふれあいセンター内2階）

65-7145
月水金
9:00～15：00

40 神社薬局 64-8370 営業時間帯なら常時

41 浜郷 浜郷地区ふくしなんでも相談所
浜郷まちづくり協議会事務局
（黒瀬集会所内）

65-6488 火水金9：00～16：00

42 大湊地区ふくしなんでも相談所
大湊町振興会事務局
（大湊町民会館内1階）

36-4616
土日祝日、お盆、年末年始
を除く　8：30～17：00

43 ふくしなんでも相談所 大湊薬局 63-8063 営業時間帯なら常時

44 北浜
有限会社くろべ
　 ふくしなんでも相談室

小規模多機能ホームきたはま
（村松町字内野4782-1）

38-1771
通年
9:00～16:00

45 豊西 豊西まちづくりの会
豊西まちづくりの会事務所
（西豊浜町45-1上区公民館内）

63-6780
毎週　月・火・木
9:00～15:00

御薗

ふくしなんでも相談所

神社 ふくしなんでも相談所

大湊


