
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

■お住まいの市区町村別　県機関・国機関所管一覧

地域 市区町村名
県福祉相談セ
ンター（地域福

祉課）

県福祉相談セ
ンター（障害者

部門）

児童(・障害者)
相談センター
（児童部門）

保健所 県税事務所 税務署 年金事務所
公共職業
安定所

千種区 名古屋東部 千種 大曽根 名古屋東

東区 名古屋東部 名古屋東 大曽根 名古屋東

北区 名古屋北部 名古屋北
名古屋北/大

曽根
名古屋中

西区 名古屋北部 名古屋西 名古屋西 名古屋中

中村区 名古屋西部 名古屋中村 中村 名古屋中

中区 名古屋東部 名古屋中 鶴舞 名古屋中

昭和区 名古屋南部 昭和 昭和 名古屋東

瑞穂区 名古屋南部 昭和 笠寺 名古屋南

熱田区 名古屋南部 熱田 熱田 名古屋南

中川区 名古屋西部 中川 熱田 名古屋中

港区 名古屋西部 中川 熱田 名古屋南

南区 名古屋南部 熱田 笠寺 名古屋南

守山区 名古屋北部 名古屋北 大曽根 名古屋東

緑区 名古屋南部 熱田 笠寺 名古屋南

名東区 名古屋東部 千種 大曽根 名古屋東

天白区 名古屋南部 昭和 昭和 名古屋東

一宮市 尾張 中央 一宮 西尾張 一宮 一宮 一宮

瀬戸市 尾張 中央 中央 瀬戸 東尾張 尾張瀬戸 瀬戸 瀬戸

春日井市 尾張 中央 春日井 春日井 東尾張 小牧
名古屋北/
大曽根

春日井

津島市 海部 海部 海部 津島 西尾張 津島 中村 津島

犬山市 尾張 中央 一宮 江南 東尾張 小牧 一宮 犬山

江南市 尾張 中央 一宮 江南 東尾張 小牧 一宮 犬山

小牧市 尾張 中央 春日井
春日井

（小牧）
東尾張 小牧

名古屋北/
大曽根

春日井

稲沢市（平
和町除く）

尾張 中央 一宮
清須

（稲沢）
西尾張 一宮 一宮 一宮

稲沢市平和
町

尾張 中央 一宮
清須

（稲沢）
西尾張 一宮 一宮 津島

尾張旭市 尾張 中央 中央 瀬戸 東尾張 尾張瀬戸 瀬戸 瀬戸

岩倉市 尾張 中央 一宮 江南 東尾張 小牧 一宮 犬山

豊明市 尾張 中央 中央
瀬戸

（豊明）
名古屋南部 熱田 笠寺 名古屋南

日進市 尾張 中央 中央
瀬戸

（豊明）
名古屋南部 昭和 昭和 名古屋東

愛西市 海部 海部 海部 津島 西尾張 津島 中村 津島

清須市 尾張 中央 中央 清須 名古屋北部 名古屋西 名古屋西 名古屋中

北名古屋市 尾張 中央 中央 清須 名古屋北部 名古屋西 名古屋西 名古屋中

名
古
屋
市

尾
張

網掛けの部分は、各市が所管して
います。
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地域 市区町村名
県福祉相談セ
ンター（地域福

祉課）

県福祉相談セ
ンター（障害者

部門）

児童(・障害者)
相談センター
（児童部門）

保健所 県税事務所 税務署 年金事務所
公共職業
安定所

弥富市 海部 海部 海部 津島 西尾張 津島 中村 津島

あま市 海部 海部 海部 津島 西尾張 津島 中村 津島

長久手市 尾張 中央 中央 瀬戸 名古屋南部 昭和 瀬戸 名古屋東

愛知郡 尾張 中央 中央
瀬戸

（豊明）
名古屋南部 昭和 昭和 名古屋東

西春日井郡 尾張 中央 中央 清須 名古屋北部 名古屋西 名古屋西 名古屋中

丹羽郡 尾張 中央 一宮 江南 東尾張 小牧 一宮 犬山

海部郡 海部 海部 海部 津島 西尾張 津島 中村 津島

半田市 知多 知多 知多 半田 知多 半田 半田 半田

常滑市 知多 知多 知多 知多 知多 半田 半田 半田

東海市 知多 知多 知多 知多 知多 半田 半田 半田

大府市 知多 知多 知多 知多 知多 半田 半田 刈谷

知多市 知多 知多 知多 知多 知多 半田 半田 半田

知多郡阿久
比町

知多 知多 知多 半田 知多 半田 半田 半田

知多郡東浦
町

知多 知多 知多 半田 知多 半田 半田 半田

知多郡南知
多町

知多 知多 知多
半田

（美浜）
知多 半田 半田 半田

知多郡美浜
町

知多 知多 知多
半田

（美浜）
知多 半田 半田 半田

知多郡武豊
町

知多 知多 知多 半田 知多 半田 半田 半田

岡崎市 西三河 西三河 西三河 西三河 岡崎 岡崎 岡崎

碧南市 西三河 西三河 刈谷 衣浦東部 西三河 刈谷 刈谷
刈谷

（碧南）

刈谷市 西三河 西三河 刈谷 衣浦東部 西三河 刈谷 刈谷 刈谷

豊田市 豊田加茂 豊田加茂 豊田加茂 豊田加茂 豊田 豊田 豊田

安城市 西三河 西三河 刈谷
衣浦東部
（安城）

西三河 刈谷 刈谷 刈谷

西尾市 西三河 西三河 西三河 西尾 西三河 西尾 刈谷 西尾

知立市 西三河 西三河 刈谷
衣浦東部
（安城）

西三河 刈谷 刈谷 刈谷

高浜市 西三河 西三河 刈谷 衣浦東部 西三河 刈谷 刈谷 刈谷

みよし市 豊田加茂 豊田加茂 豊田加茂
衣浦東部

（みよし）
豊田加茂 豊田 豊田 豊田

額田郡 西三河 西三河 西三河 西尾 西三河 岡崎 岡崎 岡崎

豊橋市 東三河 東三河 東三河 東三河 豊橋 豊橋 豊橋

豊川市 東三河 東三河 東三河 豊川 東三河 豊橋 豊川 豊川

蒲郡市 東三河 東三河 東三河
豊川

（蒲郡）
東三河 豊橋 豊橋

豊川
（蒲郡）

新城市 新城設楽 新城設楽 新城設楽 新城 東三河 新城 豊川 新城

田原市 東三河 東三河 東三河
豊川

（田原）
東三河 豊橋 豊橋 豊橋

北設楽郡 新城設楽 新城設楽 新城設楽 新城 東三河 新城 豊川 新城

東
三
河

西
三
河

知
多

尾
張
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■■相相談談窓窓口口一一覧覧

所所在在
地地域域

名名称称 郵郵便便番番号号 住住所所 電電話話番番号号 ＦＦＡＡＸＸ

○○県県福福祉祉相相談談セセンンタターー（（地地域域福福祉祉課課））

460-0001
名古屋市中区三の丸2-6-1
（三の丸庁舎7階）

(052)961-7211 (052)961-7288

496-8535
津島市西柳原町1-14
（海部総合庁舎3階）

(0567)24-2111 (0567)24-2229

475-0902 半田市宮路町1-1 (0569)31-0121 (0569)31-0131

444-0860
岡崎市明大寺本町1-4
（西三河総合庁舎9階）

(0564)23-1211 (0564)27-2816

471-0024 豊田市元城町2-68 (0565)33-0294 (0565)33-2212

441-1326 新城市字中野6-1 (0536)23-8051 (0536)23-7367

440-0806
豊橋市八町通5-4
（東三河総合庁舎2階）

(0532)54-5111 (0532)54-5136

○○県県福福祉祉相相談談セセンンタターー（（児児童童・・障障害害者者相相談談セセンンタターー））　　（（相相談談時時間間はは、、pp110044ををごご確確認認くくだだささいい。。））

460-0001
名古屋市中区三の丸2-6-1
（三の丸庁舎7階）

(052)961-7250 (052)950-2355

496-8535
津島市西柳原町1-14
（海部総合庁舎3階）

(0567)25-8118 (0567)24-2229

475-0902 半田市宮路町1-1 (0569)22-3939 (0569)22-3949

444-0860
岡崎市明大寺本町1-4
（西三河総合庁舎9階）

(0564)27-2779 (0564)22-2902

471-0024 豊田市元城町2-68 (0565)33-2211 (0565)33-2212

441-1326 新城市字中野6-1 (0536)23-7366 (0536)23-7367

440-0806
豊橋市八町通5-4
（東三河総合庁舎1階）

(0532)35-6465 (0532)54-6466

○○児児童童相相談談セセンンタターー（（児児童童・・障障害害者者相相談談セセンンタターーがが所所管管ししてていいるる市市町町村村ももあありりまますす。。））

491-0917 一宮市昭和1-11-11 (0586)45-1558 (0586)45-1560

480-0304
春日井市神屋町713-8
（医療療育総合センター内）

(0568)88-7501 (0568)88-7502

448-0851 刈谷市神田町1-3-4 (0566)22-7111 (0566)22-7112

○○発発達達障障害害者者支支援援セセンンタターー

480-0392
春日井市神屋町713-8
（医療療育総合センター内）

(0568)88-0849 (0568)88-0964

466-0858
名古屋市昭和区折戸町4-16
（児童福祉センター内）

(052)757-6140 (052)757-6141

○○医医療療的的ケケアア児児支支援援セセンンタターー

480-0392
春日井市神屋町713-8（医療療育総合セ
ンター内）

(0568)88-0811 (0568)88-0964

452-0822
名古屋市西区中小田井5-89（青い鳥医
療療育センター内）

(052)501-4079 (052)501-4085

457-8511 名古屋市南区白水町9（大同病院内） (080)4678-8404  (052)611-8656

444-0002
岡崎市高隆寺町字小屋場9-3（三河青い
鳥医療療育センター内）

(0564)64-7980 (0564)64-7981

494-0018
一宮市冨田字流筋1679-2（一宮医療療
育センター内）

(0586)62-0002 (0586)62-2277

441-0103
豊川市小坂井町大塚38-1（信愛医療療
育センター内）

(0533)95-0992 (0533)72-3050

476-0002
東海市名和町長生9（重心施設にじいろ
のいえ内）

- -

○○保保健健所所

瀬戸保健所 489-0808 瀬戸市見付町38-1 (0561)82-2196 (0561)82-9188

　　豊明保健分室 470-1101 豊明市沓掛町石畑142-20 (0562)92-9133 (0562)93-8947

春日井保健所 486-0927 春日井市柏井町2-31 (0568)31-2188 (0568)34-3781

　　小牧保健分室 485-0046 小牧市堀の内3-1（小牧市役所内） (0568)77-3241 (0568)77-3251

尾張福祉相談センター地域福祉課

海部福祉相談センター地域福祉課

知多福祉相談センター地域福祉課

西三河福祉相談センター地域福祉課

豊田加茂福祉相談センター地域福祉課

新城設楽福祉相談センター地域福祉課

東三河福祉相談センター地域福祉課

中央児童・障害者相談センター

あいち発達障害者支援センター

春日井児童相談センター

刈谷児童相談センター

名古屋市発達障害者支援センター(りんくす名古
屋)

海部児童・障害者相談センター

知多児童・障害者相談センター

豊田加茂児童・障害者相談センター

西三河児童・障害者相談センター

新城設楽児童・障害者相談センター

東三河児童・障害者相談センター

一宮児童相談センター

あいち医療的ケア児支援センター

青い鳥医療的ケア児支援センター

だいどう医療的ケア児支援センター

にしおわり医療的ケア児支援センター

信愛医療的ケア児支援センター

にじいろ医療的ケア児支援センター
（令和４年秋頃開所予定）

三河青い鳥医療的ケア児支援センター

尾張

機
関
・
施
設
一
覧
表
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