
静岡労働局では、がん等の病気になっても、
事業場の治療に対する適切な配慮を推奨し、
治療を続けながら仕事ができるよう両⽴⽀援を
進めるための相談できる機関を紹介しています。

治療と仕事の両⽴・就労⽀援について相談できます！
静岡県地域両⽴⽀援推進チーム、治療と仕事の両⽴⽀援に関する相談先の御案内

事業者・労働者の皆様へ

治療をうけながら、仕事も続けたい。
どこに相談すればよいのだろうか・・・。

※１ 連携先拠点病院(平成30年4月1日現在）
・静岡県立静岡がんセンター・静岡県立総合病院・静岡市立静岡病院・静岡赤十字病院・静岡県立こども病院
・静岡済生会総合病院・聖隷三方原病院・聖隷浜松病院・浜松医科大学医学部附属病院・浜松医療センター
・順天堂大学医学部附属静岡病院・藤枝市立総合病院・磐田市立総合病院

※２ 両立支援周知啓発等協力団体(平成30年4月1日現在)
・静岡県社会保険労務士会・浜松労災病院・日本産業カウンセラー協会（中部支部）・日本キャリア開発協会
・日本医療社会福祉協会（静岡県医療ソーシャルワーカー協会)・静岡県健康福祉部（医療健康局疾病対策課）
・静岡県経営者協会・連合静岡・静岡県医師会

静岡県地域両立支援推進チームネットワーク概要図

連携先拠点病院※１

・就職・雇用保険給付に関する相談

・両立支援の助成金に関する相談、受付

→ハローワークに情報提供

・病気罹患による退職勧奨、解雇、労働条件の

変更、その他の労働条件をめぐる紛争やパワ

ハラなど・各種ハラスメントに関する相談等

→静岡労働局雇用環境・均等室

総合労働相談コーナーをご紹介

・ガイドラインの内容等について

→静岡労働局健康安全課又は

所轄労働基準監督署をご紹介

・がん等の病気になっても、仕事を継続する場合

の相談

・治療と就労を両立していく具体的な進め方等を

勤務先と考えていくことを希望する場合

→静岡産業保健総合支援センターをご紹介
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治療と仕事の両立・就労支援に係る相談先

名 称 相談できる内容 〒 所在地 連絡先

静岡県社会保険
労務士会

・両⽴⽀援に関する相談
・会社のルールづくりのご提案
・労働時間・残業代削減等のご提案
・社員の適切な労務管理⽅法の対応
・労働保険・社会保険、退職等手続

〒420-0833
静岡市葵区東鷹匠町
9-2

☎ 054-249-1100
Fax 054-247-4795

独⽴⾏政法⼈
労働者健康安全機構
浜松労災病院
治療就労
両⽴⽀援部

・両⽴⽀援等に関する相談
・患者やその家族の療養中の⼼理的、
社会的問題の解決、調整等を援助
・経済的問題の解決、調整等を援助
・退院時の社会復帰や受診等の援助

〒430-8525
浜松市東区将監町25

☎ 053-462-1211
Fax 053-411-0315

日本産業カウン
セラー協会
中部支部
静岡事務所

・労働者の心の健康及び職業生活に
係る問題の解決に向けた相談対応
・両⽴⽀援セミナー等を開催
・産業カウンセラー養成講座
・キャリアコンサルタント養成講習

〒420-0853
静岡市葵区追手町10番
地221-2
新中町ビル2階

☎ 054-254-5151
Fax 054-254-5272

特定⾮営利活動法⼈
日本キャリア
開発協会

【ＪＣＤＡ】

治療と仕事の両⽴⽀援について、経験
豊富なキャリアコンサルタントによる電話相談。
事前予約制；HPからお申込み下さい。１回30分
相談無料；平⽇の10:00〜19:00   (通話料は相
談者負担)

〒103-0014
東京都中央区日本橋
蛎殻町2-14-5 KDX
浜町中ノ橋ビル４階

JCDAのHPからお申込
みください
☎（代）03-6661-
6221
Fax 03-5645-7170

⽇本医療社会
福祉協会

静岡県医療ソー
シャルワーカー

協会

・両⽴⽀援等に関する相談
・患者やその家族の療養中の⼼理的、
社会的問題の解決、調整等を援助
・経済的問題の解決、調整等を援助
・退院時の社会復帰や受診等の援助

〒420-8623
静岡市葵区北番町23
ＪＡ静岡厚生連
静岡厚生病院
医療福祉科 内

☎ 054-271-7177
Fax 054-273-2184

静岡県
健康福祉部
医療健康局
疾病対策課

・治療と就労の両⽴の重要性を啓発
・県HP・広報誌等を用いたがんと
就労に関する相談方法・機会の周知
・がん相談支援センター職員の就労
相談に関する資質向上研修を実施

〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6
静岡県庁⻄館３階

☎ 054-221-2921
Fax 054-251-7188

静岡労働局の各部署及び静岡産業保健総合支援センター

名 称 相談できる内容 〒 所在地 連絡先

静岡労働局
労働基準部
健康安全課

治療と仕事の両⽴⽀援事務局として職業安定部、
静岡産業保健総合支援センター等と連携し、セ
ミナーの開催、情報提供、リーフレット作成、
周知・広報を⾏います。
（静岡県地域両⽴⽀援推進チーム事務局）

〒420-8639
静岡市葵区追手町9-50
静岡地方合同庁舎３階

☎ 054-254-6314
Fax 054-221-7038

静岡労働局
職業安定部
職業安定課

相談者本人の希望と病院側、事業者側からの意
⾒を基に就労⽀援を⾏い、治療と仕事の両⽴⽀
援制度を導⼊する事業者に助成⾦を⽀給します。
（就労支援事務局）

〒420-8639
静岡市葵区追手町9-50
静岡地方合同庁舎５階

☎ 054-271-9950
Fax 054-271-9966

静岡労働局
雇用環境
・均等室

相談者本人から相談内容を聴取し、助言・支援
等を⾏います。
また、相談内容によって労働局内等の担当部署
へご案内します。

〒420-8639
静岡市葵区追手町9-50
静岡地方合同庁舎
3階.５階

☎ 054-252-5310
Fax 054-252-8216

独⽴⾏政法⼈
労働者健康安全機構

静岡産業保健総合
支援センター

・両⽴⽀援に関する相談や情報提供
・事業者に対するセミナー
・事業場への個別訪問支援
・患者と事業場との調整支援
・管理監督者への両⽴⽀援教育

〒420-0034
静岡市葵区常磐町
2-13-1 住友生命
静岡常磐町ビル9階

☎ 054-205-0111
Fax 054-205-0123
Mail sanpo22＠
shizuokas.johas.go.jp



静岡県地域両立支援推進チーム拠点病院の相談先

拠点病院と相談部署 相談受付 〒 所在地 連 絡 先

静岡県⽴静岡
がんセンター（よろず相談） 受付（⽉〜⾦）8：30〜17：00

〒411-8777
駿東郡⻑泉町下⻑窪1007

☎（ 代表）055-989-5222
☎（よろず相談直通）

055-989-5710

順天堂大学医学部
附属静岡病院

患者・看護相談室
(がん相談支援センター)

受付（⽉〜⾦）8：30〜17：00
土曜日は 8：30〜12：00
第２土曜、祝日は休み

〒410-2295
伊⾖の国市⻑岡1129

☎（代表）055-948-3111
（内線；3829）
（患者・看護相談
直通；0120-78-9914）

静岡県⽴総合病院
患者相談センター 受付（⽉〜⾦）9：00〜17：00〒420-8527静岡市葵区北安東4-27-1☎（代表）054-247-6111

静岡市⽴静岡病院
がん相談支援センター

受付（⽉〜⾦）9：00〜17：00
相談は事前にお電話で予約も可能

〒420-8630
静岡市葵区追手町10-93☎（代表）054-253-3125

静岡赤十字病院
がん相談支援センター 受付（⽉〜⾦）9：00〜13：00〒420-0853静岡市葵区追手町8-2 ☎（代表）054-254-4311

静岡県⽴こども病院
地域医療連携室 受付（⽉〜⾦）8：30〜17：15〒420-8660静岡市葵区漆山860

☎（代表）054-247-6251
（内線；2478）

静岡済生会総合病院
地域医療センター 受付（⽉〜⾦）8：30〜17：15〒422-8527静岡市駿河区⼩⿅1-1-1

☎（代表）054-285-6171
（直通）054-280-5038

藤枝市⽴総合病院
がん相談支援センター 受付（⽉〜⾦）8：30〜17：00〒426-8677藤枝市駿河台4-1-11

☎（代表）054-646-1111
（内線；3051、3052）

磐⽥市⽴総合病院
がん相談支援センター

受付（⽉〜⾦）8：15〜16：45
相談は事前にお電話で予約も可能

〒438-8550
磐田市大久保512-3

☎（代表）0538-38-5000
（直通）0538-38-5286

聖隷三⽅原病院
がん相談支援センター

受付（⽉〜⾦）8：30〜17：00
土曜日は 8：30〜12：15

〒433-8558
浜松市北区三⽅原町3453

☎（代表）053-436-1251
（直通） 053-439-9047

聖隷浜松病院
がん相談支援センター

受付（⽉〜⾦）8：30〜17：00
土曜日は 8：30〜12：15

〒430-8558
浜松市中区住吉2-12-12

☎（代表）053-474-2222
（直通）053-474-2666

浜松医科大学
医学部附属病院

医療福祉⽀援センター
受付（⽉〜⾦）8：30〜17：00〒431-3192浜松市東区半田山1-20-1

☎（代表）053-435-2111
（医療福祉⽀援
直通；053-435-2772）

（がん相談支援
直通；053-435-2146）

浜松医療センター
がん相談支援センター 受付（⽉〜⾦）8：30〜17：00〒432-8580浜松市中区富塚町328

☎（代表）053-453-7111
（直通）053-451-2715

連携先拠点病院では、静岡産業保健総合⽀援センターと連携し、治療と仕事の両⽴⽀援・就労支援等に関す
る相談を受付しています。また、患者や家族の⼼理的な問題、経済的な問題、退院後などにおける社会復帰
に向けてのご相談等、幅広く対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。




