
■身体障害者の団体等一覧

団体名 所在地 〒 電話 ＦＡＸ

愛知県身体障害者福祉団体連合会 名古屋市東区白壁1-50愛知県白壁庁舎内 461-0011 052-228-8505 052-228-8506

愛知県肢体不自由児・者父母の会連合会 愛知県岡崎市北本郷町神明町25 444-0944 0564-31-6096 0564-32-0487

愛知県肢体不自由児協会 名古屋市西区中小田5-89 452-0822 052-501-4079 052-501-4085

愛知県重症心身障害児（者）を守る会 名古屋市中区古渡町9-18 460-0025 052-322-5049 052-322-7562

一般社団法人愛知県腎臓病協議会 名古屋市東区白壁1-50愛知県白壁庁舎内 461-0011 052-228-8900 052-228-8701

愛知県筋ジストロフィー協会 豊橋市曙町字側点93-6 441-8151 0532-48-7993 0532-48-7993

公益社団法人日本オストミー協会 愛知県支部 名古屋市千種区下方町7-20-1-201 464-0096 090-2172-0713 －

※身体障害者福祉団体連合会、腎臓病協議会は各地域にございます。　お問い合わせは、各団体にお願いします。

■視覚障害者の団体等一覧

団体名 所在地 〒 電話 ＦＡＸ

社会福祉法人愛知県盲人福祉連合会 豊橋市東松山町37 440-0874 0532-53-5855 0532-52-2634

■聴覚障害者の団体等一覧

団体名 所在地 〒 電話 ＦＡＸ

愛知県聴覚障害者協会 名古屋市中区三の丸1-7-2　桜華会館2階 460-0001 052-221-8545 052-221-8154

愛知県難聴・中途失聴者協会 名古屋市中区三の丸1-7-2　桜華会館内 460-0001 なし 0533-89-0070

愛知盲ろう者友の会 名古屋市中区三の丸1-7-2　桜華会館内 460-0001 052-682-3887 052-682-3887

※聴覚障害者協会は各地域にございます。　お問い合わせは、協会にお願いします。

■知的障害者の団体等一覧

団体名 所在地 〒 電話 ＦＡＸ

愛知県知的障害者育成会 名古屋市東区白壁1-50愛知県白壁庁舎内 461-0011 052-228-8630 052-228-8631

愛知県知的障害者福祉協会
豊橋市三ノ輪町本興寺41-1
第１丸中ビル 2階

440-0837 0532-87-4333 0532-87-4334

愛知県知的障害児者生活サポート協会
豊橋市三ノ輪町本興寺41-1
第１丸中ビル 2階

440-0837 0532-39-3030 0532-87-4334

■発達障害者の団体等一覧

団体名 所在地 〒 電話 ＦＡＸ

NPO法人愛知県自閉症協会つぼみの会
名古屋市中区上前津2-14-25
（上前津中央マンション202）

460-0013 052-323-0298 052-323-0298

NPO法人アスペ・エルデの会
名古屋市西区上小田井2-187
（メゾンドボヌー小田井201）

452-0821 052-505-5000 052-505-5000

■障害者スポーツの団体等一覧

団体名 所在地 〒 電話 ＦＡＸ

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会障害者
スポーツ振興センター

名古屋市東区白壁1-50愛知県社会福祉会館内 461-0011 052-212-5523 052-212-5522

公益社団法人スペシャルオリンピックス日本・
愛知

名古屋市瑞穂区下坂町2-9
(丸美タウンマンション堀田1階)

467-0827 052-882-5150 052-882-5160



■精神障害者のための団体等一覧

□断酒会

所在地 〒 電話 備考

名古屋市南区城下町1-12 457-0047 052-824-1567

※断酒会は各地域にございます。　お問い合わせは、各断酒会にお願いします。

□地域精神障害者家族会

所在地 〒 電話 備考

名古屋市東区白壁1-50
（愛知県白壁庁舎内）

461-0011 052-265-5098

名古屋市天白区野並3-418 ダイトウビル205号 468-0045 052-846-5576

※精神障害者家族会は各地域にございます。　お問い合わせは、連合会にお願いします。

□当事者の会等

所在地 〒 電話 備考

○精神障害一般

名古屋市千種区東山通5-5 1-605気付「雑草」 464-0807 -

豊橋市東田仲ノ町39 440-0047 0532-66-2219 心の病をお持ちの方

豊橋市山田一番町27 441-8102 0532-47-9008 心の病をお持ちの方

豊橋市花田町字百北193　さざなみ憩の家内 441-8019 0532-33-5606 心の病をお持ちの方

― ―

知多南部相談支援
センター
わっぱる

0569-73-3201
ワークルーム

かもめ
0569-82-5137

知多南部地域

仲間「ピア」としての当事者
サークル

○うつ病

0565-31-9067
080-5133-9067

0566-22-5591
うつ病やパニック障害などを
考える会

○薬物・アルコール・ギャンブル依存

（AA中部北陸セントラルオフィス）
名古屋市北区清水4-15-1黒川ビル404

462-0844 052-915-1602 アルコール（本人）

（NAジャパンセントラルオフィス）中部エリア
名古屋北郵便局　私書箱39号

― 090-1299-2190 薬物（本人）

名古屋市北区大曽根1-16-6
ホームページ　https://nagoyadarc.jp

462-0825 052-915-7284 依存症

豊橋市新吉町73先　大手ビルE棟104 440-0871 0532-52-8596 薬物・アルコール

岡崎市明大寺本町3-12　善隣ビル3階 444-0860 0564-64-2349 薬物・アルコール

豊田市久保町1-4
（新見荘8号フリースペースＫ内）

471-0076 0565-47‐9929 携帯電話090-7049-1093

― 045-642-8777 アルコール

― 03-5951-3571 薬物（家族）

―
050-3737-8704

(ＦＡＸ)
ギャンブル(本人）

― 03-6659-4879 ギャンブル(家族）

瀬戸市城ヶ根町47-63 489-0924 090-7866-6753 薬物(家族）

- - 080-2398-0382 薬物・アルコール(家族）

豊橋市西小鷹野三丁目9-1 444-0013 0532-66-0965 アルコール(家族）なでしこ家族会

ミーティング会場のお問合わせは右記へお願
いします。

ナラノンファミリーグループ
（NAR-ANON）

GA
（Gamblers Anonymous)

ギャマノン
（GAM-ANON）

愛知家族会

東三河家族の会

NA
（Narcotics Anonymous)

名古屋ダルク

三河ダルク

三河ダルク　岡崎デイケアセンター

ダルク家族相談室

アラノン家族グループ
（AL-ANON）

http://synthesizechubu.web.fc2.com/

名古屋うつ病友の会 http://www.名古屋うつ病友の会.nagoya/

あすなろの会 http://asunaronokai.web.fc2.com/index.html

AA
（Alcoholics Anonymous)

精神障害者患者会「雑草」

クラブハウスWANATH（ワナス）

自助グループ・たんぽぽ

漣会

一杯の水

シンセサイズ中部

団体名

NPO法人愛知県断酒連合会

団体名

愛知県精神障害者家族会連合会

名古屋市精神障害者家族会連合会

団体名

http://synthesizechubu.web.fc2.com/
http://synthesizechubu.web.fc2.com/
http://www.名古屋うつ病友の会.nagoya/
http://asunaronokai.web.fc2.com/index.html
http://synthesizechubu.web.fc2.com/
http://www.名古屋うつ病友の会.nagoya/
http://asunaronokai.web.fc2.com/index.html


○てんかん・自閉症・認知症等

http://www.as-japan.jp/sasayuri/ ― ―
発達障害児者及び家族への
支援活動等

豊橋市賀茂町字比丘尼谷46-2 440-0837 0532-75-1342
発達障害者及び保護者に対
する自立支援等

名古屋市千種区萱場2-5-41 464-0086 052-723-1971

名古屋市中区上前津2-14-25
（上前津中央マンション202）

460-0013 052-323-0298

名古屋市熱田区神宮4-4-5 456-0031 052-671-6211

東海市養父町北堀畑58-1 477-0034 0562-33-7048

052-791-1839
（FAX）050-
3730-6622

セクシュアルマイノリティ支援
団体

中区新栄1-7-5
ホームページ：http://www.proudlife.org/
メール：npo758＠proudlife.org
【相談】レインボー・ホットライン

0120-51-9181
　・LINE相談　毎週月曜日　19時～22時（受付
は21時まで）

460-0007 080-2660-0526
セクシャル・マイノリティ支援
団体

登戸郵便局私書箱12号（川崎市） 214-8691 044-945-7149 AC(アダルトチルドレン本人)

東京都台東区下谷1-15-12　上野郵便局留
「OA事務局」
http://oajapan.capoo.jp/

過食・摂食など食の問題を抱
える本人

メール：kakuruminagoya@yahoo.co.jp
窃盗症患者（クレプトマニア）
（家族・関係者）

□精神障害者をサポートするＮＰＯ（特定非営利活動団体）等の団体

所在
地域

団体名 所在地 〒 電話 備考

メンタルセラピスト協会 070-5337-7726

みすず 名古屋市名東区朝日が丘75-5 465-0041 052-774-2788

一宮まごころ 一宮市文京1-4-6 491-0041 0586-73-8707

一般社団法人C&C 江南市宮後町砂場東26 483-8044 0587-96-9696
ひきこもりや精神疾患等を抱
える本人や家族の相談等

地域生活支援ネットワーク
ケアーサポート

尾張旭市北原山町鳴湫1751-6 488-0064 0561-55-3305

太陽 北名古屋市久地野郷廻97 481-0012 0568-25-0631

菜の花 半田市平地町4‐140 475-0081 0569-47‐5615

集いの場「ひまわり」「和」「ひまわ
りのたね」

常滑市神明町3-61 479-0852 0569-43-0833
とこなめ障がい者相談支援セ
ンター

（一般社団法人）サポートネット
ゆっか

知多市つつじが丘 4-29-5 478-0054 0562-85-7236
不登校・ひきこもり支援、就労準
備支援事業所「ゆっかむ」

西三河 かとれあ福祉ネット 知立市桜木町桜木11-2 472-0031 0566-85-3432

クラブハウスWANATH（ワナス） 豊橋市東田仲ノ町39 440-0047 0532-66-2219
心の病をお持ちの会の居場
所等

てら 豊橋市新本町76－1 440-0892 0532-82-0457
不登校・ひきこもり当事者や
家族の支援

いまから 豊橋市東橋良町25－1 441-8036 0532-75-8351
いじめ・不登校などの相談や
若者の自立支援活動

たすけあい三河 豊橋市南瓦町14-1　WACビル2F 440-0823 0532-52-4315
ひきこもり、生活困窮者等の
支援等

メンタルネットとよかわ 豊川市諏訪2－240　ヨネヤマビル2F 442-0068 0533-85-1710

東三河

OA
（OVER EATERS ANONYMOUS）

KAなごや家族会　くるみの集い

名古屋

https://mta-nanairo.jimdo.com/
nanairono_mori@yahoo.co.jp

尾張

知多

（公社）認知症の人と家族の会愛知県支部

○その他

（一社）虹望会　レインボー∞
（エイト）

（虹望会）http://infokobokai.wix.com/kobokai
（レインボーエイト）http://rainbow8eight.wix.com/rainbow8
メール：rainbow8@nagoya.nifty.jp

(NPO)PROUD LIFE

ACA
(ADULT CHILDREN ANONYMOUS)

NPO法人アスペ・エルデの会正会員団体「さ
さゆりの会」

発達障害者地域自立支援の会「グローアッ
プ」

（公社）日本てんかん協会（波の会）愛知県支
部

NPO法人愛知県自閉症協会つぼみの会

（社福）名古屋手をつなぐ育成会


