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機 関 ・ 施 設 一 覧 表 

 

 

 

 ■お住まいの市区町村窓口一覧･･････････････････････････････････････････ ９０ 

 

■お住まいの市区町村別 県機関・国機関所管一覧････････････････････････ ９２ 

 

■相談窓口一覧････････････････････････････････････････････････････････ ９４ 

県福祉相談センター（地域福祉課） ９４ 

県福祉相談センター（児童・障害者相談センター） ９４／児童相談センター ９４ 

発達障害者支援センター ９４／保健所 ９４ 

県民相談・情報センター、県民相談室 ９５ 

消費生活総合センター ９５／旅券センター、旅券コーナー ９６ 

県税事務所 ９７／その他の愛知県の機関 ９７／税務署 ９７／年金事務所 ９８ 

家庭裁判所 ９８／公証人役場 ９８／成年後見センター ９９ 

公共職業安定所（ハローワーク） １００ 

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構愛知支部 １００ 

障害者就業・生活支援センター等 １００／職業能力開発施設等 １０１ 

障害児等療育支援事業 １０１ 

 

■その他の施設････････････････････････････････････････････････････････ １０２ 

勤労身体障害者文化体育施設 １０２／障害者スポーツセンター １０２ 

身体障害者総合福祉センター １０２／おもちゃ図書館 １０２ 

視聴覚障害者情報提供施設等 １０３ 

 

■相談窓口の受付時間一覧･･････････････････････････････････････････････ １０４ 

児童・障害者相談センター（県福祉相談センター） １０４ 

県民相談・情報センター、県民相談室 １０５ 

消費生活総合センター １０６／旅券センター、旅券コーナー １０６ 

 

 

 

※施設・事業所名簿、障害者団体等は障害福祉課 Web ページにて公開 

しております。 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/0000077181.html 
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■■おお住住ままいいのの市市区区町町村村窓窓口口一一覧覧

代代表表 直直通通 ＦＦＡＡＸＸ

名古屋市 健康福祉局障害福祉部障害企画課 460-8508 名古屋市中区三の丸3-1-１ (052)961-1111 (052)972-2585 (052)951-3999

千種区 区民福祉部福祉課 464-8644 名古屋市千種区覚王山通8-37 (052)762-3111 (052)753-1844 (052)751-3120

東区 区民福祉部福祉課 461-8640 名古屋市東区筒井1-7-74 (052)935-2271 (052)934-1182 (052)936-4303

区民福祉部福祉課 462-8511 名古屋市北区清水4-17-1 (052)911-3131 (052)917-6516 (052)914-2100

楠支所区民福祉課 460-0012 名古屋市北区楠2-974 (052)901-2261 (052)901-2274 (052)902-1843

区民福祉部福祉課 451-8508 名古屋市西区花の木2-18-1 (052)521-5311 (052)523-4585 (052)521-0067

山田支所区民福祉課 452-0815 名古屋市西区八筋町358-2 (052)501-1311 (052)501-4977 (052)504-7409

中村区 区民福祉部福祉課 453-8501 名古屋市中村区竹橋町36-31 (052)451-1241 (052)453-5368 (052)453-8232

中区 区民福祉部福祉課 460-8447 名古屋市中区栄4-1-8 (052)241-3601 (052)265-2322 (052)241-6986

昭和区 区民福祉部福祉課 466-8585 名古屋市昭和区阿由知通3-19 (052)731-1511 (052)735-3893 (052)731-8900

瑞穂区 区民福祉部福祉課 467-8531 名古屋市瑞穂区瑞穂通3-32 (052)841-1521 (052)852-9384 (052)851-1350

熱田区 区民福祉部福祉課 456-8501 名古屋市熱田区神宮3-1-15 (052)681-1431 (052)683-9917 (052)682-0346

区民福祉部福祉課 454-8501 名古屋市中川区高畑1-223 (052)362-1111 (052)363-4403 (052)352-7824

富田支所区民福祉課 454-0985 名古屋市中川区春田3-215 (052)301-8141 (052)301-8378 (052)301-8661

区民福祉部福祉課 455-8520 名古屋市港区港明1-12-20 (052)651-3251 (052)654-9718 (052)651-1190

南陽支所区民福祉課 455-0873 名古屋市港区春田野3-1801 (052)301-8118 (052)301-8348 (052)301-8411

南区 区民福祉部福祉課 457-8508 名古屋市南区前浜通3-10 (052)811-5161 (052)823-9392 (052)811-6366

区民福祉部福祉課 463-8510 名古屋市守山区小幡1-3-1 (052)793-3434 (052)796-4584 (052)793-1451

志段味支所区民福祉課 463-0003
名古屋市守山区下志段味字横堤
1390-1

(052)736-2000 (052)736-2193 (052)736-4670

区民福祉部福祉課 458-8585 名古屋市緑区青山2-15 (052)621-2111 (052)625-3956 (052)621-6841

徳重支所福祉課 458-0801 名古屋市緑区鳴海町字徳重18-41 (052)875-2202 (052)875-2207 (052)875-2215

名東区 区民福祉部福祉課 465-8508 名古屋市名東区上社2-50 (052)773-1111 (052)778-3092 (052)774-2781

天白区 区民福祉部福祉課 468-8510 名古屋市天白区島田2-201 (052)803-1111 (052)807-3882 (052)802-9726

豊橋市 福祉部障害福祉課 440-8501 豊橋市今橋町1 (0532)51-2111 (0532)51-2347 (0532)56-5134

福祉部障がい福祉課 444-8601 岡崎市十王町2-9 (0564)23-6000 (0564)23-6154 (0564)25-7650

保健部健康増進課 444-8545 岡崎市若宮町2-1-1 (0564)23-6179 (0564)23-6715 (0564)23-5071

一宮市 福祉部障害福祉課 491-8501 一宮市本町2-5-6 (0586)28-8100 (0586)28-9017 (0586)73-9124

瀬戸市 健康福祉部社会福祉課 489-8701 瀬戸市追分町64-1 (0561)82-7111 (0561)88-2612 (0561)88-2615

半田市 福祉部地域福祉課 475-8666 半田市東洋町2-1 (0569)21-3111 (0569)84-0643 (0569)22-2904

春日井市 健康福祉部障がい福祉課 486-8686 春日井市鳥居松町5-44 (0568)81-5111 (0568)85-6186 (0568)84-5764

豊川市 福祉部福祉課 442-8601 豊川市諏訪1-1 (0533)89-2111 (0533)89-2131 (0533)89-2137

津島市 健康福祉部福祉課 496-8686 津島市立込町2-21 (0567)24-1111 (0567)24-1115 (0567)24-1138

碧南市 福祉こども部福祉課 447-8601 碧南市松本町28 (0566)41-3311 (0566)95-9884 (0566)48-2940

刈谷市 福祉健康部福祉総務課 448-8501 刈谷市東陽町1-1 (0566)23-1111 (0566)62-1208 (0566)24-3481

豊田市 福祉部障がい福祉課 471-8501 豊田市西町3-60 (0565)31-1212 (0565)34-6751 (0565)33-2940

安城市 福祉部障害福祉課 446-8501 安城市桜町18-23 (0566)76-1111 (0566)71-2225 (0566)74-6789

西尾市 健康福祉部福祉課 445-8501 西尾市寄住町下田22 (0563)56-2111 (0563)65-2115 (0563)56-0112

蒲郡市 健康福祉部福祉課 443-8601 蒲郡市旭町17-1 (0533)66-1111 (0533)66-1106 (0533)66-3130

犬山市 健康福祉部福祉課障害者担当 484-8501 犬山市大字犬山字東畑36 (0568)61-1800 (0568)44-0321 (0568)44-0364

岡崎市

西区

電電話話番番号号
市市町町村村名名 部部課課名名 郵郵便便番番号号 住住所所

北区

緑区

中川区

港区

守山区
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代代表表 直直通通 ＦＦＡＡＸＸ

電電話話番番号号
市市町町村村名名 部部課課名名 郵郵便便番番号号 住住所所

常滑市 福祉部福祉課 479-8610 常滑市飛香台3-3-5 (0569)35-5111 (0569)34-7744 (0569)34-7745

江南市 健康福祉部福祉課 483-8701 江南市赤童子町大堀90 (0587)54-1111 － (0587)56-5515

小牧市 福祉部障がい福祉課 485-8650 小牧市堀の内3-1 (0568)72-2101 (0568)76-1127 (0568)76-4595

稲沢市 市民福祉部福祉課 492-8269 稲沢市稲府町1 (0587)32-1111 (0587)32-1281 (0587)32-1219

新城市 健康福祉部福祉課 441-1392 新城市字東入船115 (0536)23-1111 (0536)23-7624 (0536)23-7699

東海市 市民福祉部社会福祉課 476-8601 東海市中央町1-1 (052)603-2211 － (052)603-4000

大府市 福祉部高齢障がい支援課 474-8701 大府市中央町5-70 (0562)47-2111 (0562)85-3558 (0562)47-3150

知多市 福祉子ども部福祉課 478-8601 知多市緑町1 (0562)33-3151 (0562)36-2650 (0562)32-1010

知立市 福祉子ども部福祉課 472-8666 知立市広見3-1 (0566)83-1111 (0566)95-0118 (0566)83-1141

尾張旭市 健康福祉部福祉課 488-8666 尾張旭市東大道町原田2600-1 (0561)53-2111 (0561)76-8142 (0561)52-3749

高浜市 福祉部介護障がいグループ 444-1398 高浜市青木町4-1-2 (0566)52-1111 (0566)52-9871 (0566)52-7918

岩倉市 健康福祉部福祉課 482-8686 岩倉市栄町1-66 (0587)66-1111 (0587)38-5809 (0587)66-8715

豊明市 健康福祉部地域福祉課 470-1195 豊明市新田町子持松1-1 (0562)92-1111 (0562)92-1119 (0562)92-1141

日進市 健康福祉部介護福祉課 470-0192 日進市蟹甲町池下268 (0561)73-7111 (0561)73-1749 (0561)72-4554

田原市 健康福祉部地域福祉課 441-3492 田原市田原町南番場30-1 (0531)22-1111 (0531)23-3697 (0531)23-3545

愛西市 保険福祉部社会福祉課 496-8555 愛西市稲葉町米野308 (0567)26-8111 (0567)55-7115 (0567)26-5515

清須市 健康福祉部社会福祉課 452-8569 清須市須ケ口1238 (052)400-2911 － (052)400-2963

北名古屋市 福祉部社会福祉課 481-8531 北名古屋市西之保清水田15 (0568)22-1111 － (0568)24-0003

弥富市 健康福祉部福祉課 498-8501 弥富市前ケ須町南本田335 (0567)65-1111 － (0567)67-4011

みよし市 福祉部福祉課 470-0295 みよし市三好町小坂50 (0561)32-2111 (0561)32-8010 (0561)34-3388

あま市 福祉部社会福祉課 490-1198 あま市甚目寺二伴田76　 (052)444-1001 (052)444-3135 (052)443-3555

長久手市 福祉部福祉課 480-1196 長久手市岩作城の内60-1 (0561)63-1111 (0561)56-0614 (0561)63-2940

東郷町 福祉部福祉課 470-0198 愛知郡東郷町大字春木字羽根穴1 (0561)38-3111 (0561)56-0732 (0561)38-7932

豊山町 生活福祉部福祉課 480-0292 西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260 (0568)28-0001 (0568)28-0912 (0568)28-2870

大口町 健康福祉部福祉こども課 480-0126 丹羽郡大口町伝右1-35 (0587)95-1111 (0587)94-1222 (0587)94-0052

扶桑町 健康福祉部福祉児童課 480-0102 丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330 (0587)93-1111 － (0587)93-2034

福祉部民生課 490-1192 海部郡大治町大字馬島字大門西1-1 (052)444-2711 － (052)443-4468

福祉部保健センター 490-1143 海部郡大治町大字砂子字西河原14-3 (052)444-2714 － (052)462-0086

民生部保険医療課 497-8601 海部郡蟹江町学戸3-1 (0567)95-1111 － (0567)95-9188

健康推進課（保健センター） 497-0052 海部郡蟹江町西之森7-65 (0567)96-5711 － (0567)96-5251

飛島村 民生部福祉課 490-1434 海部郡飛島村大字松之郷3-46-1 (0567)52-1001 (0567)52-1001 (0567)52-1009

阿久比町 民生部住民福祉課 470-2292 知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50 (0569)48-1111 － (0569)48-0229

東浦町 健康福祉部障がい支援課 470-2192 知多郡東浦町大字緒川字政所20 (0562)83-3111 － (0562)83-9756

南知多町 厚生部住民福祉課 470-3495 知多郡南知多町大字豊浜字貝ｹ坪18 (0569)65-0711 － (0569)65-0694

美浜町 厚生部福祉課 470-2492 知多郡美浜町大字河和字北田面106 (0569)82-1111 － (0569)83-0755

武豊町 健康福祉部福祉課 470-2392 知多郡武豊町字長尾山2 (0569)72-1111 － (0569)74-0778

幸田町 健康福祉部福祉課 444-0192 額田郡幸田町大字菱池字元林1-1 (0564)62-1111 (0564)63-5112 (0564)56-6218

設楽町 町民課 441-2301 北設楽郡設楽町田口字辻前14 (0536)62-0511 (0536)62-0519 (0536)62-1458

東栄町 福祉課 449-0292 北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑25 (0536)76-0501 (0536)76-1815 (0536)76-1725

豊根村 住民課 449-0403 北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2 (0536)85-1311 (0536)85-1313 (0536)85-5005

大治町

蟹江町
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