


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

江南保健所 483-8146 江南市布袋下山町西80 (0587)56-2157 (0587)54-5422

清須保健所 452-0961
清須市春日振形129
（清須市春日老人福祉センター内）

(052)401-2100 (052)401-2113

　　稲沢保健分室 492-8216 稲沢市大塚町塚畑2200-11 (0587)21-2251 (0587)24-1846

津島保健所 496-0038 津島市橘町4-50-2 (0567)26-4137 (0567)28-6891

半田保健所 475-0903 半田市出口町1-45-4 (0569)21-3341 (0569)24-7142

　　美浜駐在 470-2409 知多郡美浜町大字河和字上前田403 (0569)82-0078 (0569)82-4878

知多保健所 478-0001 知多市八幡字荒古後88-2 (0562)32-6211 (0562)33-7299

衣浦東部保健所 448-0857 刈谷市大手町1-12 (0566)21-4778 (0566)25-1470

　　安城保健分室 446-8517 安城市横山町下毛賀知93 (0566)75-7441 (0566)77-2208

　　みよし駐在 470-0221
みよし市西陣取山90
（みよし市役所分庁舎 市民活動セン
ター内）

(0561)34-4811 (0561)34-4813

西尾保健所 445-0073 西尾市寄住町下田12 (0563)56-5241 (0563)54-6791

新城保健所 441-1326 新城市字中野6-1 (0536)22-2203 (0536)23-6358

豊川保健所 442-0068 豊川市諏訪3-237 (0533)86-3188 (0533)89-6758

　　蒲郡保健分室 443-0036 蒲郡市浜町4-2 (0533)69-3156 (0533)69-0634

　　田原保健分室 441-3422
田原市赤石2-2
（田原福祉センター内）

(0531)22-1238 (0531)22-6394

名古屋市保健所
（健康福祉局健康部健康増進課）

460-8508 名古屋市中区三の丸3-1-1 (052)972-4075 (052)972-4152

千種保健センター 464-0841 名古屋市千種区覚王山通8-37 (052)753-1981 (052)751-3545

東保健センター 461-0003 名古屋市東区筒井1-7-74 (052)934-1217 (052)937-5145

北保健センター 462-8522 名古屋市北区清水4-17-1 (052)917-6572 (052)911-2343

西保健センター 451-8508 名古屋市西区花の木2-18-1 (052)523-4607 (052)531-2000

中村保健センター 453-0024 名古屋市中村区名楽町4-7-18 (052)481-2294 (052)481-2210

中保健センター 460-8447 名古屋市中区栄4-1-8 (052)265-2250 (052)265-2259

昭和保健センター 466-0027 名古屋市昭和区阿由知通3-19 (052)735-3962 (052)731-0957

瑞穂保健センター 467-0027 名古屋市瑞穂区田辺通3-45-2 (052)837-3267 (052)837-3291

熱田保健センター 456-0031 名古屋市熱田区神宮3-1-15 (052)683-9682 (052)681-5169

中川保健センター 454-0911 名古屋市中川区高畑1-223 (052)363-4461 (052)361-2175

港保健センター 455-0015 名古屋市港区港栄2-2-1 (052)651-6509 (052)651-5144

南保健センター 457-0833 名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-1 (052)614-2812 (052)614-2818

守山保健センター 463-0011 名古屋市守山区小幡1-3-1 (052)796-4633 (052)796-0040

緑保健センター 458-0033 名古屋市緑区相原郷1-715 (052)891-3621 (052)891-5110

名東保健センター 465-8506 名古屋市名東区上社2-50 (052)778-3112 (052)773-6212

天白保健センター 468-8510 名古屋市天白区島田2-201 (052)807-3914 (052)803-1251

豊橋市保健所 441-8539 豊橋市中野町字中原100 (0532)39-9111 (0532)38-0780

岡崎市保健所 444-8545 岡崎市若宮町2-1-1 (0564)23-6179 (0564)23-5041

一宮市保健所 491-0867 一宮市古金町1-3 (0586)52-3851 (0586)24-9388

豊田市保健所 471-8501 豊田市西町3-60 (0565)34-6751 (0565)33-2940

○○県県民民相相談談・・情情報報セセンンタターー、、県県民民相相談談室室（（相相談談時時間間はは、、pp110055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2-3-2
（自治センター1階）

(052)962-5100 (052)972-6001

愛知県医療相談専用ダイヤル (052)954-6311 -

西三河 西三河県民相談室 444-8551
岡崎市明大寺本町1-4
（西三河総合庁舎1階）

(0564)27-0800 (0564)23-4641

東三河 東三河県民相談室 440-8515
豊橋市八町通5-4
（東三河県庁(東三河総合庁舎)1階）

(0532)52-7337 (0532)52-7388

○○消消費費生生活活総総合合セセンンタターー((相相談談時時間間はは、、pp110066ををごご確確認認くくだだささいい。。））

名古屋 愛知県消費生活総合センター 460-0001
名古屋市中区三の丸2-3-2
（愛知県自治センター1階）

(052)962-0999 (052)961-1317

名古屋

西三河

知多

東三河

名古屋市

中核市

愛知県県民相談・情報センター

尾張

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

○○愛愛知知県県のの旅旅券券窓窓口口((相相談談時時間間はは、、pp110066ををごご確確認認くくだだささいい））

名古屋 愛知県旅券センター 450-6015
名古屋市中村区名駅1-1-4
（ＪＲセントラルタワーズ15階）

(052)563-0236 (052)563-6956

西三河旅券コーナー 444-8551
岡崎市明大寺本町1-4
（西三河総合庁舎1階）

(0564)27-0500 (0564)23-4641

豊田加茂旅券コーナー 471-0026
豊田市若宮町1-57-1
（A館 T-FACE７階）

(0565)34-2110 (0565)34-6152

○○市市町町村村のの旅旅券券窓窓口口一一覧覧（（相相談談時時間間はは、、pp110066～～110077ををごご確確認認くくだだささいい））

豊橋市
東三河広域連合旅券センター 豊橋窓
口

440-0888
豊橋市駅前大通2-81
emCANPUS EAST4階

(0532)53-6680 (0532)53-6681

一宮市 市民健康部市民課 491-8501 一宮市本町2-5-6 (0586)85-7005 -

瀬戸市 市民生活部市民課 489-8701 瀬戸市追分町64-1 (0561)88-2590 -

半田市

常滑市

高浜市

阿久比町

南知多町

武豊町

春日井市 市民生活部市民課 486-8686 春日井市鳥居松町5-44 (0568)85-6142 -

豊川市
東三河広域連合旅券センター 豊川窓
口（プリオ窓口センター）

442-0068 豊川市諏訪3-133　プリオビル5階 (0533)89-9191 -

津島市 市民生活部市民課 496-8686 津島市立込町2-21 (0567)24-1112 -

碧南市 市民協働部市民課 447-8601 碧南市松本町28 (0566)95-9881 -

刈谷市 市民活動部市民課 448-8501 刈谷市東陽町1－1 (0566)95-0006 -

安城市 アンフォーレ証明・旅券窓口センター 446-0032
安城市御幸本町504-1
アンフォーレ本館１階

(0566)71-2266 -

西尾市 市民部市民課 445-8501 西尾市寄住町下田22 (0563)65-2195 -

蒲郡市
東三河広域連合旅券センター 蒲郡窓
口

443-8601 蒲郡市旭町17-1　蒲郡市役所1階　 (0533)66-1110 -

小牧市 福祉部市民窓口課 485-8650 小牧市堀の内3-1 (0568)76-1121 -

新城市
東三河広域連合旅券センター 新城窓
口

441-1392 新城市字東入船115　新城市役所1階 (0536)23-7628 -

東海市

知多市

大府市 総務部市民課 474-8701 大府市中央町5-70 (0562)45-6265 -

知立市 市民部市民課 472-8666 知立市広見3-1 (0566)95-0124 -

田原市
東三河広域連合旅券センター 田原窓
口

441-3492 田原市田原町南番場30-1 (0531)23-3511 -

愛西市 市民協働部市民課 496-8555 愛西市稲葉町米野308 (0567)55-7112 -

美浜町 厚生部住民課 470-2492 知多郡美浜町大字河和字北田面106 (0569)82-1111 -

幸田町 住民こども部住民課 444-0192 額田郡幸田町大字菱池字元林1-1 (0564)63-5111 -

設楽町
東三河広域連合旅券センター 設楽窓
口

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

東栄町
東三河広域連合旅券センター 東栄窓
口

449-0292 北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑25 (0536)76-0503 -

豊根村
東三河広域連合旅券センター 豊根窓
口

449-0403 北設楽郡豊根村下黒川蕨平2 (0536)85-1313 -

西三河

※名古屋市、岡崎市、豊田市、犬山市、江南市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし
市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、東浦町に住民登録をされている方は、愛知県の
旅券窓口を御利用ください。

クラシティパスポートセンター 475-0857
半田市広小路町155-3
クラシティ3階

(0569)23-8500 -

パスポートセンター（東海市・知多
市）

477-0031　　東海市大田町後田51-1 (0562)51-3334 -

※豊橋市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、蒲郡市、常滑市、小牧市、新城
市、東海市、大府市、知多市、知立市、高浜市、田原市、愛西市、阿久比町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町、
豊根村の30市町村に住民登録をされている方は、原則、当該市町村が指定する旅券窓口を御利用ください。
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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

江南保健所 483-8146 江南市布袋下山町西80 (0587)56-2157 (0587)54-5422

清須保健所 452-0961
清須市春日振形129
（清須市春日老人福祉センター内）

(052)401-2100 (052)401-2113

　　稲沢保健分室 492-8216 稲沢市大塚町塚畑2200-11 (0587)21-2251 (0587)24-1846

津島保健所 496-0038 津島市橘町4-50-2 (0567)26-4137 (0567)28-6891

半田保健所 475-0903 半田市出口町1-45-4 (0569)21-3341 (0569)24-7142

　　美浜駐在 470-2409 知多郡美浜町大字河和字上前田403 (0569)82-0078 (0569)82-4878

知多保健所 478-0001 知多市八幡字荒古後88-2 (0562)32-6211 (0562)33-7299

衣浦東部保健所 448-0857 刈谷市大手町1-12 (0566)21-4778 (0566)25-1470

　　安城保健分室 446-8517 安城市横山町下毛賀知93 (0566)75-7441 (0566)77-2208

　　みよし駐在 470-0221
みよし市西陣取山90
（みよし市役所分庁舎 市民活動セン
ター内）

(0561)34-4811 (0561)34-4813

西尾保健所 445-0073 西尾市寄住町下田12 (0563)56-5241 (0563)54-6791

新城保健所 441-1326 新城市字中野6-1 (0536)22-2203 (0536)23-6358

豊川保健所 442-0068 豊川市諏訪3-237 (0533)86-3188 (0533)89-6758

　　蒲郡保健分室 443-0036 蒲郡市浜町4-2 (0533)69-3156 (0533)69-0634

　　田原保健分室 441-3422
田原市赤石2-2
（田原福祉センター内）

(0531)22-1238 (0531)22-6394

名古屋市保健所
（健康福祉局健康部健康増進課）

460-8508 名古屋市中区三の丸3-1-1 (052)972-4075 (052)972-4152

千種保健センター 464-0841 名古屋市千種区覚王山通8-37 (052)753-1981 (052)751-3545

東保健センター 461-0003 名古屋市東区筒井1-7-74 (052)934-1217 (052)937-5145

北保健センター 462-8522 名古屋市北区清水4-17-1 (052)917-6572 (052)911-2343

西保健センター 451-8508 名古屋市西区花の木2-18-1 (052)523-4607 (052)531-2000

中村保健センター 453-0024 名古屋市中村区名楽町4-7-18 (052)481-2294 (052)481-2210

中保健センター 460-8447 名古屋市中区栄4-1-8 (052)265-2250 (052)265-2259

昭和保健センター 466-0027 名古屋市昭和区阿由知通3-19 (052)735-3962 (052)731-0957

瑞穂保健センター 467-0027 名古屋市瑞穂区田辺通3-45-2 (052)837-3267 (052)837-3291

熱田保健センター 456-0031 名古屋市熱田区神宮3-1-15 (052)683-9682 (052)681-5169

中川保健センター 454-0911 名古屋市中川区高畑1-223 (052)363-4461 (052)361-2175

港保健センター 455-0015 名古屋市港区港栄2-2-1 (052)651-6509 (052)651-5144

南保健センター 457-0833 名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-1 (052)614-2812 (052)614-2818

守山保健センター 463-0011 名古屋市守山区小幡1-3-1 (052)796-4633 (052)796-0040

緑保健センター 458-0033 名古屋市緑区相原郷1-715 (052)891-3621 (052)891-5110

名東保健センター 465-8506 名古屋市名東区上社2-50 (052)778-3112 (052)773-6212

天白保健センター 468-8510 名古屋市天白区島田2-201 (052)807-3914 (052)803-1251

豊橋市保健所 441-8539 豊橋市中野町字中原100 (0532)39-9111 (0532)38-0780

岡崎市保健所 444-8545 岡崎市若宮町2-1-1 (0564)23-6179 (0564)23-5041

一宮市保健所 491-0867 一宮市古金町1-3 (0586)52-3851 (0586)24-9388

豊田市保健所 471-8501 豊田市西町3-60 (0565)34-6751 (0565)33-2940

○○県県民民相相談談・・情情報報セセンンタターー、、県県民民相相談談室室（（相相談談時時間間はは、、pp110055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2-3-2
（自治センター1階）

(052)962-5100 (052)972-6001

愛知県医療相談専用ダイヤル (052)954-6311 -

西三河 西三河県民相談室 444-8551
岡崎市明大寺本町1-4
（西三河総合庁舎1階）

(0564)27-0800 (0564)23-4641

東三河 東三河県民相談室 440-8515
豊橋市八町通5-4
（東三河県庁(東三河総合庁舎)1階）

(0532)52-7337 (0532)52-7388

○○消消費費生生活活総総合合セセンンタターー((相相談談時時間間はは、、pp110066ををごご確確認認くくだだささいい。。））

名古屋 愛知県消費生活総合センター 460-0001
名古屋市中区三の丸2-3-2
（愛知県自治センター1階）

(052)962-0999 (052)961-1317

名古屋

西三河

知多

東三河

名古屋市

中核市

愛知県県民相談・情報センター

尾張

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

○○愛愛知知県県のの旅旅券券窓窓口口((相相談談時時間間はは、、pp110066ををごご確確認認くくだだささいい））

名古屋 愛知県旅券センター 450-6015
名古屋市中村区名駅1-1-4
（ＪＲセントラルタワーズ15階）

(052)563-0236 (052)563-6956

西三河旅券コーナー 444-8551
岡崎市明大寺本町1-4
（西三河総合庁舎1階）

(0564)27-0500 (0564)23-4641

豊田加茂旅券コーナー 471-0026
豊田市若宮町1-57-1
（A館 T-FACE７階）

(0565)34-2110 (0565)34-6152

○○市市町町村村のの旅旅券券窓窓口口一一覧覧（（相相談談時時間間はは、、pp110066～～110077ををごご確確認認くくだだささいい））

豊橋市
東三河広域連合旅券センター 豊橋窓
口

440-0888
豊橋市駅前大通2-81
emCANPUS EAST4階

(0532)53-6680 (0532)53-6681

一宮市 市民健康部市民課 491-8501 一宮市本町2-5-6 (0586)85-7005 -

瀬戸市 市民生活部市民課 489-8701 瀬戸市追分町64-1 (0561)88-2590 -

半田市

常滑市

高浜市

阿久比町

南知多町

武豊町

春日井市 市民生活部市民課 486-8686 春日井市鳥居松町5-44 (0568)85-6142 -

豊川市
東三河広域連合旅券センター 豊川窓
口（プリオ窓口センター）

442-0068 豊川市諏訪3-133　プリオビル5階 (0533)89-9191 -

津島市 市民生活部市民課 496-8686 津島市立込町2-21 (0567)24-1112 -

碧南市 市民協働部市民課 447-8601 碧南市松本町28 (0566)95-9881 -

刈谷市 市民活動部市民課 448-8501 刈谷市東陽町1－1 (0566)95-0006 -

安城市 アンフォーレ証明・旅券窓口センター 446-0032
安城市御幸本町504-1
アンフォーレ本館１階

(0566)71-2266 -

西尾市 市民部市民課 445-8501 西尾市寄住町下田22 (0563)65-2195 -

蒲郡市
東三河広域連合旅券センター 蒲郡窓
口

443-8601 蒲郡市旭町17-1　蒲郡市役所1階　 (0533)66-1110 -

小牧市 福祉部市民窓口課 485-8650 小牧市堀の内3-1 (0568)76-1121 -

新城市
東三河広域連合旅券センター 新城窓
口

441-1392 新城市字東入船115　新城市役所1階 (0536)23-7628 -

東海市

知多市

大府市 総務部市民課 474-8701 大府市中央町5-70 (0562)45-6265 -

知立市 市民部市民課 472-8666 知立市広見3-1 (0566)95-0124 -

田原市
東三河広域連合旅券センター 田原窓
口

441-3492 田原市田原町南番場30-1 (0531)23-3511 -

愛西市 市民協働部市民課 496-8555 愛西市稲葉町米野308 (0567)55-7112 -

美浜町 厚生部住民課 470-2492 知多郡美浜町大字河和字北田面106 (0569)82-1111 -

幸田町 住民こども部住民課 444-0192 額田郡幸田町大字菱池字元林1-1 (0564)63-5111 -

設楽町
東三河広域連合旅券センター 設楽窓
口

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

東栄町
東三河広域連合旅券センター 東栄窓
口

449-0292 北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑25 (0536)76-0503 -

豊根村
東三河広域連合旅券センター 豊根窓
口

449-0403 北設楽郡豊根村下黒川蕨平2 (0536)85-1313 -

西三河

※名古屋市、岡崎市、豊田市、犬山市、江南市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし
市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、東浦町に住民登録をされている方は、愛知県の
旅券窓口を御利用ください。

クラシティパスポートセンター 475-0857
半田市広小路町155-3
クラシティ3階

(0569)23-8500 -

パスポートセンター（東海市・知多
市）

477-0031　　東海市大田町後田51-1 (0562)51-3334 -

※豊橋市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、蒲郡市、常滑市、小牧市、新城
市、東海市、大府市、知多市、知立市、高浜市、田原市、愛西市、阿久比町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽町、東栄町、
豊根村の30市町村に住民登録をされている方は、原則、当該市町村が指定する旅券窓口を御利用ください。
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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

○○県県税税事事務務所所

名古屋東部県税事務所 460-8483
名古屋市中区新栄町2-9
（スカイオアシス栄内）

(052)953-7711 (052)953-7722

名古屋北部県税事務所 451-8555 名古屋市西区城西1-9-2 (052)531-6301 (052)531-8920

名古屋西部県税事務所 454-8503 名古屋市中川区中郷1-3 (052)362-3211 (052)362-3887

名古屋南部県税事務所 456-8558 名古屋市熱田区森後町8-22 (052)682-8920 (052)682-8910

東尾張県税事務所 486-8515 春日井市鳥居松町3-65 (0568)81-3141 (0568)84-6563

西尾張県税事務所 491-8506 一宮市新生2-21-12 (0586)45-3166 (0586)46-3855

知多 知多県税事務所 475-8505
半田市出口町1-36
（知多総合庁舎内）

(0569)89-8171 (0569)21-8135

西三河県税事務所 444-8503
岡崎市明大寺本町1-4
（西三河総合庁舎内）

(0564)27-2708 (0564)23-4666

豊田加茂県税事務所 471-8537
豊田市元城町4-45
（豊田加茂総合庁舎内）

(0565)32-3383 (0565)35-0921

東三河 東三河県税事務所 440-8528
豊橋市八町通5-4
（東三河県庁(東三河総合庁舎内)）

(0532)35-6120 (0532)54-5125

○○そそのの他他のの愛愛知知県県のの機機関関

460-8501
名古屋市中区三の丸3-1-2
（愛知県庁西庁舎1階）

(052)954-6294 (052)954-6920

480-0392 春日井市神屋町713-8 (0568)88-0811 (0568)88-0839

460-0001 名古屋市中区三の丸3-2-1 (052)962-5377 (052)962-5375

460-8501
名古屋市中区三の丸3-1-2
（愛知県庁本庁舎2階）

(052)954-6367 (052)954-6927

470-0151 愛知郡東郷町大字諸輪字上鉾68 (0561)38-2211 (0561)38-2780

460-8501
名古屋市中区三の丸3-1-2
（愛知県庁西庁舎8階）

(052)954-7472 (052)951-1005

○○税税務務署署

千種税務署 464-8555 名古屋市千種区振甫町3-32 (052)721-4181 -

名古屋東税務署 461-8621
名古屋市東区主税町3-18
（名古屋第三国税総合庁舎）

(052)931-2511 -

名古屋北税務署 462-8543 名古屋市北区清水5-6-16 (052)911-2471 -

名古屋西税務署 451-8503 名古屋市西区押切2-7-21 (052)521-8251 -

名古屋中村税務署 453-8686 名古屋市中村区太閤3-4-1 (052)451-1441 -

名古屋中税務署 460-8522
名古屋市中区三の丸3-3-2
（名古屋国税総合庁舎）

(052)962-3131 -

昭和税務署 467-8510 名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚1-4 (052)881-8171 -

熱田税務署 456-8711 名古屋市熱田区花表町7-17 (052)881-1541 -

中川税務署 454-8511 名古屋市中川区尾頭橋1-7-19 (052)321-1511 -

一宮税務署 491-8502 一宮市栄4-5-7 (0586)72-4331 -

尾張瀬戸税務署 489-8520 瀬戸市熊野町76-1 (0561)82-4111 -

津島税務署 496-8720 津島市良王町2-31-1 (0567)26-2161 -

小牧税務署 485-8651 小牧市中央1-424 (0568)72-2111 -

知多 半田税務署 475-8686 半田市宮路町50-5 (0569)21-3141 -

岡崎税務署 444-8552
岡崎市羽根町字北乾地50-1
（岡崎合同庁舎）

(0564)58-6511 -

刈谷税務署 448-8523
刈谷市若松町1-46-1
（刈谷合同庁舎）

(0566)21-6211 -

西三河

競技・施設課

名古屋

尾張

　○国税に関する一般的な相談は、名古屋国税局「電話相談センター」をご利用ください。
　【利用時間】月～金曜日（祝日・年末年始を除く）8:30～17:00
  【利用方法】最寄りの税務署にお電話いただき、自動音声にしたがって「1」を選択してください。
　○電話での相談が困難な方の相談
　　聴覚や発話に障害があり、電話での相談が困難な方は、国税庁ホームページの聴覚障害者等電子メールまたは聴覚障害
　　者ファクシミリ（(052)951-4614）をご利用ください。
　※国税庁ホームページの「タックスアンサー」では、キーワードのほか、ご自身の状況に応じた情報の検索もできますの
　　で、是非ご利用ください。

名古屋

障害福祉課

医療療育総合センター

就業促進課

尾張

西三河

精神保健福祉センター

総合教育センター

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

豊田税務署 471-8521
豊田市常盤町1-105-3
（豊田合同庁舎）

(0565)35-7777 -

西尾税務署 445-8602 西尾市熊味町南十五夜41-1 (0563)57-3111 -

豊橋税務署 440-8504
豊橋市大国町111
（豊橋地方合同庁舎）

(0532)52-6201 -

新城税務署 441-1372 新城市字裏野1-1 (0536)22-2141 -

○○年年金金事事務務所所

・ねんきんダイヤルご利用にあたって

・年金事務所等の受付時間のご案内

大曽根年金事務所 461-8685 名古屋市東区東大曽根町28-1 (052)935-3344 (052)937-7011

　　街角の年金相談センター千種 461-0004
名古屋市東区葵3-15-31
（千種ビル6階）

(052)931-4700 -

中村年金事務所 453-8653 名古屋市中村区太閤1-19-46 (052)453-7200 (052)451-5711

　　街角の年金相談センター名古屋 453-0015
名古屋市中村区椿町1-16
（井門名古屋ビル2階）

(052)453-0061 -

鶴舞年金事務所 460-0014 名古屋市中区富士見町2-13 (052)323-2553 (052)322-5011

熱田年金事務所 456-8567 名古屋市熱田区伝馬2-3-19 (052)671-7263 (052)681-8911

笠寺年金事務所 457-8605 名古屋市南区柵下町3-21 (052)822-2512 (052)811-9511

昭和年金事務所 466-8567
名古屋市昭和区桜山町5-99-6
（桜山駅前ビル）

(052)853-1463 (052)853-3700

名古屋西年金事務所 451-8558 名古屋市西区城西1-6-16 (052)524-6855 (052)524-1011

名古屋北年金事務所 462-8666 名古屋市北区清水5-6-25 (052)912-1213 (052)912-0511

一宮年金事務所 491-8503 一宮市新生4-7-13 (0586)45-1418 (0586)44-4511

瀬戸年金事務所 489-8790 瀬戸市共栄通4-6 (0561)83-2412 (0561)83-4811

知多 半田年金事務所 475-8601 半田市西新町1-1 (0569)21-2375 (0569)25-2430

岡崎年金事務所 444-8607 岡崎市朝日町3-9 (0564)23-2637 (0564)23-4511

刈谷年金事務所 448-8662 刈谷市寿町1-401 (0566)21-2110 (0566)21-8011

豊田年金事務所 471-8602 豊田市神明町3-33-2 (0565)33-1123 (0565)33-1211

豊橋年金事務所 441-8603 豊橋市菰口町3-96 (0532)33-4111 (0532)33-3411

豊川年金事務所 442-8605 豊川市金屋町32 (0533)89-4042 (0533)89-2911

○○家家庭庭裁裁判判所所

460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1 (052)223-2015 -

491-0842 一宮市公園通4-17 (0586)73-3162 -

475-0902 半田市宮路町200-2 (0569)21-0354 -

444-8550 岡崎市明大寺町字奈良井3 (0564)51-8950 -

440-0884 豊橋市大国町110 (0532)52-3251 -

○○公公証証人人役役場場

葵町公証役場 461-0002
名古屋市東区代官町35-16
（第一富士ビル3階）

(052)931-0353 (052)931-0327

熱田公証役場 456-0031
名古屋市熱田区神宮4-7-27
（宝ビル18号館2階）

(052)682-5973 (052)682-5561

名古屋駅前公証役場 450-0003
名古屋市中村区名駅南1-17-29
（広小路ESビル7階）

(052)551-9737 (052)571-0138

春日井公証役場 486-0844 春日井市鳥居松町4-52 (0568)85-9351 (0568)85-9352

一宮公証役場 491-0858
一宮市栄1-9-20
（朝日生命一宮ビル5階）

(0586)72-4925 (0586)72-1866

西三河

名古屋家庭裁判所豊橋支部

西三河

東三河

名古屋家庭裁判所

東三河

・耳や発声が不自由なために電話による年金相談
を行うことが困難な方のためのファクシミリによ
る年金相談

名古屋

※名古屋市北区、春日井市、小牧市の厚生年金・健康保険の適用・徴収は、大曽根年金事務所へ、
　名古屋市北区、春日井市、小牧市の国民年金業務、年金受給の手続・ご相談は、名古屋北年金事務所へお願いします。

尾張

日本年金機構のホームページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/

名古屋家庭裁判所岡崎支部

名古屋家庭裁判所一宮支部

名古屋家庭裁判所半田支部

尾張

名古屋
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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

○○県県税税事事務務所所

名古屋東部県税事務所 460-8483
名古屋市中区新栄町2-9
（スカイオアシス栄内）

(052)953-7711 (052)953-7722

名古屋北部県税事務所 451-8555 名古屋市西区城西1-9-2 (052)531-6301 (052)531-8920

名古屋西部県税事務所 454-8503 名古屋市中川区中郷1-3 (052)362-3211 (052)362-3887

名古屋南部県税事務所 456-8558 名古屋市熱田区森後町8-22 (052)682-8920 (052)682-8910

東尾張県税事務所 486-8515 春日井市鳥居松町3-65 (0568)81-3141 (0568)84-6563

西尾張県税事務所 491-8506 一宮市新生2-21-12 (0586)45-3166 (0586)46-3855

知多 知多県税事務所 475-8505
半田市出口町1-36
（知多総合庁舎内）

(0569)89-8171 (0569)21-8135

西三河県税事務所 444-8503
岡崎市明大寺本町1-4
（西三河総合庁舎内）

(0564)27-2708 (0564)23-4666

豊田加茂県税事務所 471-8537
豊田市元城町4-45
（豊田加茂総合庁舎内）

(0565)32-3383 (0565)35-0921

東三河 東三河県税事務所 440-8528
豊橋市八町通5-4
（東三河県庁(東三河総合庁舎内)）

(0532)35-6120 (0532)54-5125

○○そそのの他他のの愛愛知知県県のの機機関関

460-8501
名古屋市中区三の丸3-1-2
（愛知県庁西庁舎1階）

(052)954-6294 (052)954-6920

480-0392 春日井市神屋町713-8 (0568)88-0811 (0568)88-0839

460-0001 名古屋市中区三の丸3-2-1 (052)962-5377 (052)962-5375

460-8501
名古屋市中区三の丸3-1-2
（愛知県庁本庁舎2階）

(052)954-6367 (052)954-6927

470-0151 愛知郡東郷町大字諸輪字上鉾68 (0561)38-2211 (0561)38-2780

460-8501
名古屋市中区三の丸3-1-2
（愛知県庁西庁舎8階）

(052)954-7472 (052)951-1005

○○税税務務署署

千種税務署 464-8555 名古屋市千種区振甫町3-32 (052)721-4181 -

名古屋東税務署 461-8621
名古屋市東区主税町3-18
（名古屋第三国税総合庁舎）

(052)931-2511 -

名古屋北税務署 462-8543 名古屋市北区清水5-6-16 (052)911-2471 -

名古屋西税務署 451-8503 名古屋市西区押切2-7-21 (052)521-8251 -

名古屋中村税務署 453-8686 名古屋市中村区太閤3-4-1 (052)451-1441 -

名古屋中税務署 460-8522
名古屋市中区三の丸3-3-2
（名古屋国税総合庁舎）

(052)962-3131 -

昭和税務署 467-8510 名古屋市瑞穂区瑞穂町字西藤塚1-4 (052)881-8171 -

熱田税務署 456-8711 名古屋市熱田区花表町7-17 (052)881-1541 -

中川税務署 454-8511 名古屋市中川区尾頭橋1-7-19 (052)321-1511 -

一宮税務署 491-8502 一宮市栄4-5-7 (0586)72-4331 -

尾張瀬戸税務署 489-8520 瀬戸市熊野町76-1 (0561)82-4111 -

津島税務署 496-8720 津島市良王町2-31-1 (0567)26-2161 -

小牧税務署 485-8651 小牧市中央1-424 (0568)72-2111 -

知多 半田税務署 475-8686 半田市宮路町50-5 (0569)21-3141 -

岡崎税務署 444-8552
岡崎市羽根町字北乾地50-1
（岡崎合同庁舎）

(0564)58-6511 -

刈谷税務署 448-8523
刈谷市若松町1-46-1
（刈谷合同庁舎）

(0566)21-6211 -

西三河

競技・施設課

名古屋

尾張

　○国税に関する一般的な相談は、名古屋国税局「電話相談センター」をご利用ください。
　【利用時間】月～金曜日（祝日・年末年始を除く）8:30～17:00
  【利用方法】最寄りの税務署にお電話いただき、自動音声にしたがって「1」を選択してください。
　○電話での相談が困難な方の相談
　　聴覚や発話に障害があり、電話での相談が困難な方は、国税庁ホームページの聴覚障害者等電子メールまたは聴覚障害
　　者ファクシミリ（(052)951-4614）をご利用ください。
　※国税庁ホームページの「タックスアンサー」では、キーワードのほか、ご自身の状況に応じた情報の検索もできますの
　　で、是非ご利用ください。

名古屋

障害福祉課

医療療育総合センター

就業促進課

尾張

西三河

精神保健福祉センター

総合教育センター

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

豊田税務署 471-8521
豊田市常盤町1-105-3
（豊田合同庁舎）

(0565)35-7777 -

西尾税務署 445-8602 西尾市熊味町南十五夜41-1 (0563)57-3111 -

豊橋税務署 440-8504
豊橋市大国町111
（豊橋地方合同庁舎）

(0532)52-6201 -

新城税務署 441-1372 新城市字裏野1-1 (0536)22-2141 -

○○年年金金事事務務所所

・ねんきんダイヤルご利用にあたって

・年金事務所等の受付時間のご案内

大曽根年金事務所 461-8685 名古屋市東区東大曽根町28-1 (052)935-3344 (052)937-7011

　　街角の年金相談センター千種 461-0004
名古屋市東区葵3-15-31
（千種ビル6階）

(052)931-4700 -

中村年金事務所 453-8653 名古屋市中村区太閤1-19-46 (052)453-7200 (052)451-5711

　　街角の年金相談センター名古屋 453-0015
名古屋市中村区椿町1-16
（井門名古屋ビル2階）

(052)453-0061 -

鶴舞年金事務所 460-0014 名古屋市中区富士見町2-13 (052)323-2553 (052)322-5011

熱田年金事務所 456-8567 名古屋市熱田区伝馬2-3-19 (052)671-7263 (052)681-8911

笠寺年金事務所 457-8605 名古屋市南区柵下町3-21 (052)822-2512 (052)811-9511

昭和年金事務所 466-8567
名古屋市昭和区桜山町5-99-6
（桜山駅前ビル）

(052)853-1463 (052)853-3700

名古屋西年金事務所 451-8558 名古屋市西区城西1-6-16 (052)524-6855 (052)524-1011

名古屋北年金事務所 462-8666 名古屋市北区清水5-6-25 (052)912-1213 (052)912-0511

一宮年金事務所 491-8503 一宮市新生4-7-13 (0586)45-1418 (0586)44-4511

瀬戸年金事務所 489-8790 瀬戸市共栄通4-6 (0561)83-2412 (0561)83-4811

知多 半田年金事務所 475-8601 半田市西新町1-1 (0569)21-2375 (0569)25-2430

岡崎年金事務所 444-8607 岡崎市朝日町3-9 (0564)23-2637 (0564)23-4511

刈谷年金事務所 448-8662 刈谷市寿町1-401 (0566)21-2110 (0566)21-8011

豊田年金事務所 471-8602 豊田市神明町3-33-2 (0565)33-1123 (0565)33-1211

豊橋年金事務所 441-8603 豊橋市菰口町3-96 (0532)33-4111 (0532)33-3411

豊川年金事務所 442-8605 豊川市金屋町32 (0533)89-4042 (0533)89-2911

○○家家庭庭裁裁判判所所

460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1 (052)223-2015 -

491-0842 一宮市公園通4-17 (0586)73-3162 -

475-0902 半田市宮路町200-2 (0569)21-0354 -

444-8550 岡崎市明大寺町字奈良井3 (0564)51-8950 -

440-0884 豊橋市大国町110 (0532)52-3251 -

○○公公証証人人役役場場

葵町公証役場 461-0002
名古屋市東区代官町35-16
（第一富士ビル3階）

(052)931-0353 (052)931-0327

熱田公証役場 456-0031
名古屋市熱田区神宮4-7-27
（宝ビル18号館2階）

(052)682-5973 (052)682-5561

名古屋駅前公証役場 450-0003
名古屋市中村区名駅南1-17-29
（広小路ESビル7階）

(052)551-9737 (052)571-0138

春日井公証役場 486-0844 春日井市鳥居松町4-52 (0568)85-9351 (0568)85-9352

一宮公証役場 491-0858
一宮市栄1-9-20
（朝日生命一宮ビル5階）

(0586)72-4925 (0586)72-1866

西三河

名古屋家庭裁判所豊橋支部

西三河

東三河

名古屋家庭裁判所

東三河

・耳や発声が不自由なために電話による年金相談
を行うことが困難な方のためのファクシミリによ
る年金相談

名古屋

※名古屋市北区、春日井市、小牧市の厚生年金・健康保険の適用・徴収は、大曽根年金事務所へ、
　名古屋市北区、春日井市、小牧市の国民年金業務、年金受給の手続・ご相談は、名古屋北年金事務所へお願いします。

尾張

日本年金機構のホームページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/

名古屋家庭裁判所岡崎支部

名古屋家庭裁判所一宮支部

名古屋家庭裁判所半田支部

尾張

名古屋
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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

知多 半田公証役場 475-0902
半田市宮路町273
（柊ビル2階）

(0569)22-1551 (0569)22-1529

岡崎公証人合同役場 444-0813
岡崎市羽根町字貴登野15
（シビックセンター2階）

(0564)58-8193 (0564)58-8221

豊田公証役場 471-0027 豊田市喜多町6-3-4 (0565)34-1731 (0565)41-6167

西尾公証役場 445-0852
西尾市花ノ木町3-3
（丸万ビル3階）

(0563)54-5699 (0563)54-5874

豊橋公証人合同役場 440-0888
豊橋市駅前大通2-81
(emCAMPUS EAST4階)

(0532)52-2312 (0532)53-9090

新城公証役場 441-1374 新城市字町並16 (0536)23-5768 (0536)23-7590

○○成成年年後後見見セセンンタターー

名古屋 名古屋市成年後見あんしんセンター 462-8558 名古屋市北区清水4-17-1 (052)856-3939 (052)919-7585

春日井市高齢者・障がい者権利擁護セ
ンター

486-0857
春日井市浅山町1-2-61
（春日井市総合福祉センター内）

(0568)82-9232 (0568)84-3933

犬山市成年後見センター 484-8501 犬山市大字犬山字東畑36 (0568)61-1800 (0568)44-0364

江南市成年後見センター 483-8279
江南市古知野町宮裏121
（老人福祉センター内）

(0587)81-8577 (0587)55-5262

尾張北部権利擁護支援センター 485-0041
小牧市小牧5-407
ふれあいセンター２階

(0568)74-5888 (0568)74-5855

尾張東部権利擁護支援センターあすラ
イツ

470-0136
日進市竹の山4-301
(日進市障害者福祉センター内）

(0561)75-5008 (0561)75-5088

稲沢市成年後見センター 492-8269
稲沢市稲府町1
（稲沢市市役所東庁舎1階）

(0587)22-5565 (0587)33ｰ4666

北名古屋市権利擁護センター 481-8501 北名古屋市熊之庄御榊60 (0568)22ｰ1111 (0568)26ｰ4477

豊山町成年後見センター 480-0202
西春日井郡豊山町大字豊場字諏訪270
（豊山町総合福祉センター内）

(0568)29ｰ0002 (0568)39ｰ0017

おおはる成年後見支援センター 490-1143
海部郡大治町大字砂子字西河原18（大
治町総合福祉センター1階）

(052)433-1505 (052)442-0882

あま市権利擁護センター 490ｰ1111
あま市甚目寺二伴田76
（あま市役所甚目寺庁舎）

(052)444ｰ3135 (052)443ｰ3555

海部南部権利擁護センター 490ｰ1405
弥富市神戸3-25
（弥富市役所十四山支所内）

(0567)69ｰ8181 (0567)69ｰ8180

知多地域権利擁護支援センター 478-0047
知多市緑町32-6
（知多市福祉活動センター内）

(0562)39ｰ3770 (0562)39-3774

大府市成年後見センター 474-8701 大府市中央町5-70 (0562)38-5338 (0562)47-3150

岡崎市成年後見支援センター 444-0802
岡崎市美合町五本松68番地12（社会福
祉センター3階）

(0564)47-8760 (0564)47-8753

碧南市成年後見支援センター 447-0869
碧南市山神町8-35
（碧南市社会福祉協議会内）

(0566)46-3701 (0566)48-6522

刈谷市成年後見支援センター 448-0024 刈谷市下重原町3-120 (0566)23-6954 (0566)25-2498

豊田市成年後見支援センター 471-0877
豊田市錦町1-1-1
（豊田市福祉センター内）

(0565)63-5566 (0565)33-2346

安城市後見支援センター 446-0046 安城市赤松町大北78-4 (0566)77-0284 (0566)73-0437

西尾市成年後見センター 445-0852 西尾市花ノ木町2-1 (0563)56-5900 (0563)57-7800

知立市成年後見支援センター 472-0012
知立市八ツ田町泉43
（知立市福祉の里八ツ田内）

(0566)45-7325 (0566)83-4070

高浜市権利擁護支援センター 444-1334 高浜市春日町5-165 0566ｰ52ｰ2002 0566ｰ52ｰ4100

みよし市成年後見支援センター 470-0224
みよし市三好町湯ノ前4-5
（ふれあい交流館内）

(0561)33-5020 (0561)34-6331

幸田町成年後見支援センター 444-0113
幸田町大字菱池字錦田82-4
（福祉サービスセンタ－内）

(0564)62-7171 (0564)62-7254

豊橋市成年後見支援センター 440-0055
豊橋市前畑町115（総合福祉センター
「あいトピア」内）

(0532)57-6800 (0532)53-7778

東三河後見センター 442-0033
豊川市豊川町辺通4-4
（豊川商工会議所3階）

(0533)80-2707 (0533)80-2708

豊川市成年後見支援センター 442-0068 豊川市諏訪3-242 (0533)83-6377 (0533)89-5222

蒲郡市成年後見センター 443-0056
蒲郡市神明町18-4
（勤労福祉会館内）

(0533)69-3911 (0533)69-3993

知多

尾張

東三河

西三河

東三河

西三河

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

新城市成年後見支援センター 441-1363
新城市字東沖野20-12
（しんしろ福祉会館内）

(0536)24-9811 (0536)23-5046

田原市成年後見センター 441-3422
田原市赤石2-2
（田原福祉センター内）

(0531)23-0610 (0531)23-3970

○○公公共共職職業業安安定定所所（（ハハロローーワワーークク））

460-0003
名古屋市中区錦2-14-25
（ヤマイチビル13階）

(052)219-5507 (052)220-0572

460-0003
名古屋市中区錦2-14-25
（ヤマイチビル11階）

(052)219-5519 (052)219-5543

名古屋中公共職業安定所 460-8640
名古屋市中区錦2-14-25
（ヤマイチビル2～10階）

(052)855-3740 (052)857-0220

　　あいちマザーズハローワーク 460-8640
名古屋市中区錦2-14-25
（ヤマイチビル3階）

(052)855-3780 (052)688-5777

　　愛知新卒応援ハローワーク 460-8640
名古屋市中区錦2-14-25
（ヤマイチビル9階）

(052)855-3750 (052)857-0007

名古屋南公共職業安定所 456-8503 名古屋市熱田区旗屋2-22-21 (052)681-1211 (052)682-0134

名古屋東公共職業安定所 465-8609 名古屋市名東区平和が丘1-2 (052)774-1115 (052)774-2888

一宮公共職業安定所 491-8509
一宮市八幡4-8-7
（一宮労働総合庁舎内）

(0586)45-2048 (0586)46-2179

瀬戸公共職業安定所 489-0871 瀬戸市東長根町86 (0561)82-5123 (0561)83-8226

津島公共職業安定所 496-0042 津島市寺前町2-3 (0567)26-3158 (0567)28-9459

犬山公共職業安定所 484-8609 犬山市松本町2-10 (0568)61-2185 (0568)61-2188

春日井公共職業安定所 486-0807 春日井市南下原町2-14－6 (0568)81-5135 (0568)81-1978

知多 半田公共職業安定所 475-8502
半田市宮路町200-4
（半田地方合同庁舎）

(0569)21-0023 (0569)21-9045

岡崎公共職業安定所 444-0813
 岡崎市羽根町字北乾地50-1
（岡崎合同庁舎1階）

(0564)52-8609 (0564)58-8617

豊田公共職業安定所 471-8609 豊田市常盤町3-25-7 (0565)31-1400 (0565)31-6188

刈谷公共職業安定所 448-8609 刈谷市若松町1-46-3 (0566)21-5001 (0566)21-5055

　　　　〃　　　　碧南出張所 447-0865 碧南市浅間町1-41-4 (0566)41-0327 (0566)48-2263

西尾公共職業安定所 445-0071 西尾市熊味町小松島41-1 (0563)56-3622 (0563)56-3624

豊橋公共職業安定所 440-8507
豊橋市大国町111
（豊橋地方合同庁舎内）

(0532)52-7191 (0532)52-7196

豊川公共職業安定所 442-0888 豊川市千歳通1-34 (0533)86-3178 (0533)86-3170

　　　　〃　　　　蒲郡出張所 443-0034 蒲郡市港町16-9 (0533)67-8609 (0533)67-1881

新城公共職業安定所 441-1384 新城市西入船24-1 (0536)22-1160 (0536)22-1162

○○((独独))高高齢齢・・障障害害・・求求職職者者雇雇用用支支援援機機構構愛愛知知支支部部

460-0003
名古屋市中区錦1-10-1
（MIテラス名古屋伏見5階）

(052)218-2380 (052)218-2379

愛知障害者職業センター豊橋支所 440-0888
豊橋市駅前大通1-27
（MUS豊橋ビル6階）

(0532)56-3861 (0532)56-3860

高齢・障害者業務課 460-0003
名古屋市中区錦1-10-1
（MIテラス名古屋伏見4階）

(052)218-3385 (052)218-3389

○○障障害害者者就就業業・・生生活活支支援援セセンンタターー等等

440-0022 豊橋市岩崎町字長尾119-2 (0532)69-1323 (0532)62-7283 

470-2102 知多郡東浦町大字緒川字寿久茂129 (0562)34-6669 (0562)34-6618

462-0825 名古屋市北区大曽根2-9-25 (052)908-1022 (052)908-1023

444-3511 岡崎市舞木町字小井沢4-1 (0564)27-8511 (0564)27-8511

491-0931
一宮市大和町馬引字郷裏41
（ハイツノダコウ102号室）

(0586)85-8619 (0586)64-5852

480-0305 春日井市坂下町4-295-1 (0568)88-5115 (0568)88-5015

465-0065
名古屋市名東区梅森坂3-3607
（ネットワークひまわり1階）

(052)709-3891 (052)709-3892
尾張東部障害者就業・生活支援センター「アク
ト」

尾張北部障害者就業・生活支援センター「よう
わ」

 愛知労働局（職業安定部職業対策課）

東三河

名古屋

尾張

西三河

　　〃　　（あいち雇用助成室）

東三河

尾張西部障害者就業・生活支援センター「すろー
ぷ」

なごや障害者就業・生活支援センター

西三河障害者就業・生活支援センター「輪輪（り
んりん）」

知多地域障害者就業･生活支援センター「ワー
ク」

愛知障害者職業センター

豊橋障害者就業・生活支援センター
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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

知多 半田公証役場 475-0902
半田市宮路町273
（柊ビル2階）

(0569)22-1551 (0569)22-1529

岡崎公証人合同役場 444-0813
岡崎市羽根町字貴登野15
（シビックセンター2階）

(0564)58-8193 (0564)58-8221

豊田公証役場 471-0027 豊田市喜多町6-3-4 (0565)34-1731 (0565)41-6167

西尾公証役場 445-0852
西尾市花ノ木町3-3
（丸万ビル3階）

(0563)54-5699 (0563)54-5874

豊橋公証人合同役場 440-0888
豊橋市駅前大通2-81
(emCAMPUS EAST4階)

(0532)52-2312 (0532)53-9090

新城公証役場 441-1374 新城市字町並16 (0536)23-5768 (0536)23-7590

○○成成年年後後見見セセンンタターー

名古屋 名古屋市成年後見あんしんセンター 462-8558 名古屋市北区清水4-17-1 (052)856-3939 (052)919-7585

春日井市高齢者・障がい者権利擁護セ
ンター

486-0857
春日井市浅山町1-2-61
（春日井市総合福祉センター内）

(0568)82-9232 (0568)84-3933

犬山市成年後見センター 484-8501 犬山市大字犬山字東畑36 (0568)61-1800 (0568)44-0364

江南市成年後見センター 483-8279
江南市古知野町宮裏121
（老人福祉センター内）

(0587)81-8577 (0587)55-5262

尾張北部権利擁護支援センター 485-0041
小牧市小牧5-407
ふれあいセンター２階

(0568)74-5888 (0568)74-5855

尾張東部権利擁護支援センターあすラ
イツ

470-0136
日進市竹の山4-301
(日進市障害者福祉センター内）

(0561)75-5008 (0561)75-5088

稲沢市成年後見センター 492-8269
稲沢市稲府町1
（稲沢市市役所東庁舎1階）

(0587)22-5565 (0587)33ｰ4666

北名古屋市権利擁護センター 481-8501 北名古屋市熊之庄御榊60 (0568)22ｰ1111 (0568)26ｰ4477

豊山町成年後見センター 480-0202
西春日井郡豊山町大字豊場字諏訪270
（豊山町総合福祉センター内）

(0568)29ｰ0002 (0568)39ｰ0017

おおはる成年後見支援センター 490-1143
海部郡大治町大字砂子字西河原18（大
治町総合福祉センター1階）

(052)433-1505 (052)442-0882

あま市権利擁護センター 490ｰ1111
あま市甚目寺二伴田76
（あま市役所甚目寺庁舎）

(052)444ｰ3135 (052)443ｰ3555

海部南部権利擁護センター 490ｰ1405
弥富市神戸3-25
（弥富市役所十四山支所内）

(0567)69ｰ8181 (0567)69ｰ8180

知多地域権利擁護支援センター 478-0047
知多市緑町32-6
（知多市福祉活動センター内）

(0562)39ｰ3770 (0562)39-3774

大府市成年後見センター 474-8701 大府市中央町5-70 (0562)38-5338 (0562)47-3150

岡崎市成年後見支援センター 444-0802
岡崎市美合町五本松68番地12（社会福
祉センター3階）

(0564)47-8760 (0564)47-8753

碧南市成年後見支援センター 447-0869
碧南市山神町8-35
（碧南市社会福祉協議会内）

(0566)46-3701 (0566)48-6522

刈谷市成年後見支援センター 448-0024 刈谷市下重原町3-120 (0566)23-6954 (0566)25-2498

豊田市成年後見支援センター 471-0877
豊田市錦町1-1-1
（豊田市福祉センター内）

(0565)63-5566 (0565)33-2346

安城市後見支援センター 446-0046 安城市赤松町大北78-4 (0566)77-0284 (0566)73-0437

西尾市成年後見センター 445-0852 西尾市花ノ木町2-1 (0563)56-5900 (0563)57-7800

知立市成年後見支援センター 472-0012
知立市八ツ田町泉43
（知立市福祉の里八ツ田内）

(0566)45-7325 (0566)83-4070

高浜市権利擁護支援センター 444-1334 高浜市春日町5-165 0566ｰ52ｰ2002 0566ｰ52ｰ4100

みよし市成年後見支援センター 470-0224
みよし市三好町湯ノ前4-5
（ふれあい交流館内）

(0561)33-5020 (0561)34-6331

幸田町成年後見支援センター 444-0113
幸田町大字菱池字錦田82-4
（福祉サービスセンタ－内）

(0564)62-7171 (0564)62-7254

豊橋市成年後見支援センター 440-0055
豊橋市前畑町115（総合福祉センター
「あいトピア」内）

(0532)57-6800 (0532)53-7778

東三河後見センター 442-0033
豊川市豊川町辺通4-4
（豊川商工会議所3階）

(0533)80-2707 (0533)80-2708

豊川市成年後見支援センター 442-0068 豊川市諏訪3-242 (0533)83-6377 (0533)89-5222

蒲郡市成年後見センター 443-0056
蒲郡市神明町18-4
（勤労福祉会館内）

(0533)69-3911 (0533)69-3993

知多

尾張

東三河

西三河

東三河

西三河

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

新城市成年後見支援センター 441-1363
新城市字東沖野20-12
（しんしろ福祉会館内）

(0536)24-9811 (0536)23-5046

田原市成年後見センター 441-3422
田原市赤石2-2
（田原福祉センター内）

(0531)23-0610 (0531)23-3970

○○公公共共職職業業安安定定所所（（ハハロローーワワーークク））

460-0003
名古屋市中区錦2-14-25
（ヤマイチビル13階）

(052)219-5507 (052)220-0572

460-0003
名古屋市中区錦2-14-25
（ヤマイチビル11階）

(052)219-5519 (052)219-5543

名古屋中公共職業安定所 460-8640
名古屋市中区錦2-14-25
（ヤマイチビル2～10階）

(052)855-3740 (052)857-0220

　　あいちマザーズハローワーク 460-8640
名古屋市中区錦2-14-25
（ヤマイチビル3階）

(052)855-3780 (052)688-5777

　　愛知新卒応援ハローワーク 460-8640
名古屋市中区錦2-14-25
（ヤマイチビル9階）

(052)855-3750 (052)857-0007

名古屋南公共職業安定所 456-8503 名古屋市熱田区旗屋2-22-21 (052)681-1211 (052)682-0134

名古屋東公共職業安定所 465-8609 名古屋市名東区平和が丘1-2 (052)774-1115 (052)774-2888

一宮公共職業安定所 491-8509
一宮市八幡4-8-7
（一宮労働総合庁舎内）

(0586)45-2048 (0586)46-2179

瀬戸公共職業安定所 489-0871 瀬戸市東長根町86 (0561)82-5123 (0561)83-8226

津島公共職業安定所 496-0042 津島市寺前町2-3 (0567)26-3158 (0567)28-9459

犬山公共職業安定所 484-8609 犬山市松本町2-10 (0568)61-2185 (0568)61-2188

春日井公共職業安定所 486-0807 春日井市南下原町2-14－6 (0568)81-5135 (0568)81-1978

知多 半田公共職業安定所 475-8502
半田市宮路町200-4
（半田地方合同庁舎）

(0569)21-0023 (0569)21-9045

岡崎公共職業安定所 444-0813
 岡崎市羽根町字北乾地50-1
（岡崎合同庁舎1階）

(0564)52-8609 (0564)58-8617

豊田公共職業安定所 471-8609 豊田市常盤町3-25-7 (0565)31-1400 (0565)31-6188

刈谷公共職業安定所 448-8609 刈谷市若松町1-46-3 (0566)21-5001 (0566)21-5055

　　　　〃　　　　碧南出張所 447-0865 碧南市浅間町1-41-4 (0566)41-0327 (0566)48-2263

西尾公共職業安定所 445-0071 西尾市熊味町小松島41-1 (0563)56-3622 (0563)56-3624

豊橋公共職業安定所 440-8507
豊橋市大国町111
（豊橋地方合同庁舎内）

(0532)52-7191 (0532)52-7196

豊川公共職業安定所 442-0888 豊川市千歳通1-34 (0533)86-3178 (0533)86-3170

　　　　〃　　　　蒲郡出張所 443-0034 蒲郡市港町16-9 (0533)67-8609 (0533)67-1881

新城公共職業安定所 441-1384 新城市西入船24-1 (0536)22-1160 (0536)22-1162

○○((独独))高高齢齢・・障障害害・・求求職職者者雇雇用用支支援援機機構構愛愛知知支支部部

460-0003
名古屋市中区錦1-10-1
（MIテラス名古屋伏見5階）

(052)218-2380 (052)218-2379

愛知障害者職業センター豊橋支所 440-0888
豊橋市駅前大通1-27
（MUS豊橋ビル6階）

(0532)56-3861 (0532)56-3860

高齢・障害者業務課 460-0003
名古屋市中区錦1-10-1
（MIテラス名古屋伏見4階）

(052)218-3385 (052)218-3389

○○障障害害者者就就業業・・生生活活支支援援セセンンタターー等等

440-0022 豊橋市岩崎町字長尾119-2 (0532)69-1323 (0532)62-7283 

470-2102 知多郡東浦町大字緒川字寿久茂129 (0562)34-6669 (0562)34-6618

462-0825 名古屋市北区大曽根2-9-25 (052)908-1022 (052)908-1023

444-3511 岡崎市舞木町字小井沢4-1 (0564)27-8511 (0564)27-8511

491-0931
一宮市大和町馬引字郷裏41
（ハイツノダコウ102号室）

(0586)85-8619 (0586)64-5852

480-0305 春日井市坂下町4-295-1 (0568)88-5115 (0568)88-5015

465-0065
名古屋市名東区梅森坂3-3607
（ネットワークひまわり1階）

(052)709-3891 (052)709-3892
尾張東部障害者就業・生活支援センター「アク
ト」

尾張北部障害者就業・生活支援センター「よう
わ」

 愛知労働局（職業安定部職業対策課）

東三河

名古屋

尾張

西三河

　　〃　　（あいち雇用助成室）

東三河

尾張西部障害者就業・生活支援センター「すろー
ぷ」

なごや障害者就業・生活支援センター

西三河障害者就業・生活支援センター「輪輪（り
んりん）」

知多地域障害者就業･生活支援センター「ワー
ク」

愛知障害者職業センター

豊橋障害者就業・生活支援センター

機
関
・
施
設
一
覧
表

－ 100 －



■■そそのの他他のの施施設設

所所在在
地地域域

郵郵便便番番号号 住住所所 電電話話番番号号 ＦＦＡＡＸＸ

○○勤勤労労身身体体障障害害者者文文化化体体育育施施設設

495-0001 稲沢市祖父江町祖父江寺西14-5 (0587)97-6630 (0587)97-1010

○○障障害害者者ススポポーーツツセセンンタターー

465-0055 名古屋市名東区勢子坊2-1501 (052)703-6633 (052)704-8370

○○身身体体障障害害者者総総合合福福祉祉セセンンタターー

162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1 (03)3204-3611 (03)3232-3621

○○おおももちちゃゃ図図書書館館（（愛愛知知県県おおももちちゃゃ図図書書館館連連絡絡協協議議会会会会員員図図書書館館））

462-8558
名古屋市北区清水4-17-1
（名古屋市総合社会福祉会館）

(052)911-3180 (052)917-0702

462-0014
名古屋市北区楠味鋺3-612
（名古屋市楠地区会館）

(052)901-3301 (052)901-3301

453-0044
名古屋市中村区鳥居通3-1-3
（中村生涯学習センター）

(052)471-8121 (052)471-8122

453-0855 名古屋市中村区烏森町6-298 (052)485-7403 (052)485-7403

453-0035
名古屋市中村区十王町12-2グリーズ本
陣1C

(052)482-5085 -

466-0005
名古屋市昭和区雪見町2-14
（名古屋市昭和区子育て応援拠点
こころと）

(052)784-7787 (052)784-7707

466-0051
名古屋市昭和区御器所3-18-1
（名古屋市昭和区社会福祉協議会）

(052)844-5511 (052)883-2231

457-0833
名古屋市南区東又兵ェ町5-1-10
（南生涯学習センター）

(052)613-1310 (052)613-1326

（第1日開館） 458-0033
名古屋市緑区相原郷2-701
（名古屋市緑児童館）

(052)623-9656 (052)624-4485

（第3日開館） 458-0852
名古屋市緑区元徳重1-401
（ユメリア徳重地区会館）

(052)878-2055 (052)878-2055

491-0103
一宮市浅井町前野字西藪34
（ふれあいセンターめぐみ）

(0586)52-0801 (0586)52-0801

491-0802
一宮市丹陽町重吉字北屋敷380
（ふれあいセンターなごみ）

(0586)76-1260 (0586)76-1260

489-0919
瀬戸市川端町1-31
（瀬戸市福祉保健センター）

(0561)84-2011 (0568)85-2275

486-0857
春日井市浅山町1-2-61
（春日井市総合福祉センター）

(0568)85-4321 (0568)86-3156

484-0061 犬山市前原字南中根１ (0568)62-2508 -

484-0945 犬山市字青塚22-3 (0568)68-2272 -

485-0832
小牧市応時3-230
（障害者デイサービス施設ひかり）

(0568)71-1003 (0568)71-1003

488-0839
尾張旭市渋川町3-5-7
（尾張旭市渋川福祉センター）

(0561)51-5535 (0561)51-5543

（第2土開催） 452-0931
清須市一場古城604-15
（清須市清洲総合福祉センター）

(052)401-0031 (052)401-0032

（第3月開館） 452-0065 清須市西枇杷島町芳野2-58-1 (052)501-4119 -

480-0126
丹羽郡大口町伝右1-35
（大口町健康文化センター）

(0587)94-0060 (0587)94-0059

480-0104
丹羽郡扶桑町大字斉藤字榎230
（扶桑町総合福祉センター）

(0587)93-4300 (0587)93-4349

490-1143
海部郡大治町砂子字西河原18
（大治町総合福祉センター希望の家）

(052)442-0990 (052)442-0882

ひだまりおもちゃ図書館

にじのひかり教室おもちゃ図書館

おもちゃ図書館たんたん
（第2土開館）

昭和区おもちゃライブラリーポッポ
（第3土開館）

大治おもちゃ図書館ゆめあゆみ
（第3水、第2･4土開館）

名古屋

名古屋市社会福祉協議会
おもちゃ図書館ともだち
（第1月、第2土、第3日開館）

おもちゃ図書館キディバスケット
（第2土開館）

小牧市おもちゃ図書館きらら
（デイサービス施設開館日）

おもちゃ図書館ぴっころ
（第2土開館）

一宮市おもちゃ図書館おもちゃの城
（火･水･金、第2･4土開館）

一宮市おもちゃ図書館なかよし
（月･木･金、第1･3土開館）

名古屋中村おもちゃ図書館
（第2土開館）

みどりおもちゃ図書
館

名名称称

愛知勤労身体障害者体育館

名古屋市障害者スポーツセンター

全国身体障害者総合福祉センター戸山サンラ
イズ

尾張

瀬戸おもちゃ図書館クレヨン
（第1･2･3土開館）

春日井市おもちゃ図書館はるかぜ
（第2・4土開館）

ポニーの部屋おもちゃ図書館
（水、第1・第3土開館）

おもちゃの図書館まごころ
（第2・4土開館）

尾張旭おもちゃ図書館
（木、第4土開館）

大口おもちゃ図書館さくら
（第2土、第3木開館）

扶桑町おもちゃ図書館ピノキオ
（木開館）

清須おもちゃ図書館
ひだまり

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

471-0066 豊田市栄町1-7-1 (0565)36-2120 (0565)36-0567

496-0807
津島市天王通り6-1
（六三ビル1階102号室）

(0567)22-3633 (0567)22-3634

441-1301 新城市矢部字本並48 (0536)24-1314 (0536)24-1555

452-0815
名古屋市西区八筋町260
（ITALIAN第三平松マンション501）

(052)908-2540 (052)908-2541

448-0843
刈谷市新栄町7-73
（フラワービル3階）

(0566)70-8020 (0566)70-8511

453-0053
名古屋市中村区中村町7-84-1
（名身連福祉センター内）

(052)433-6574 (052)413-5808

467-8622
名古屋市瑞穂区弥富町字密柑山1-2
（名古屋市総合リハビリテーションセ
ンターB1階）

(052)835-3837 (052)835-3826

456-0073 名古屋市熱田区千代田町20-26 (052)678-3333 (052)683-5250

440-0055 豊橋市前畑町115あいトピア2階 (0532)56-4111 (0532)57-2595

475-0918
半田市雁宿町1-22-1（半田市福祉文化
会館（雁宿ホール）内）

(0569)21-5585 (0569)23-7745

442-0007 豊川市大崎町下金居場55 (0533)86-3601 (0533)86-1199

447-0869
碧南市山神町8-35
（碧南市社会福祉協議会内）

(0566)46-3701 (0566)48-6522

471-0066 豊田市栄町1-7-1 (0565)36-2120 (0565)36-0567

444-1334
高浜市春日町5-165
（いきいき広場2階）

(0566)54-3009 (0566)52-7918

470-0136
日進市竹の山4-301
（日進市障害者福祉センター内）

(0561)72-0853 (0561)75-6615

470-0224
みよし市三好町湯ノ前4-5
(みよし市ふれあい交流館内)

(0561)33-5070 (0561)34-6331

480-1102
長久手市前熊下田171
（長久手市福祉の家1階）

(0561)64-2333 (0561)64-2337

○○職職業業能能力力開開発発施施設設等等

441-1231 豊川市一宮町上新切33-14 (0533)93-2102 (0533)93-6554

451-0051 名古屋市西区則武新町2-24-14 (052)582-6006 (052)582-6022

○○障障害害児児等等療療育育支支援援事事業業

480-0392 春日井市神屋町713-8 (0568)88-0811 (0568)88-0964

452-0822 名古屋市西区中小田井5-89 (052)501-4079 (052)501-4085

498-0000 弥富市栄南町7-2 (0567)68-4322 (0567)68-3996

470-2102 知多郡東浦町大字緒川字寿久茂129 (0562)34-6609 (0562)34-6618

444-0011 岡崎市欠町字清水田6-4 (0564)23-7067 (0564)23-7538

444-0002 岡崎市高隆寺町字小屋場9-3 (0564)64-7980 (0564)64-7981

471-0062 豊田市西山町2-19 (0565)32-8981 (0565)32-8902

445-0874 西尾市菱池町平池71-1 (0563)65-6630 (0563)65-6644

440-0022 豊橋市岩崎町字利兵71 (0532)61-2062 (0532)62-7235

440-0845 豊橋市高師町字北原1-104 (0532)63-5031 (0532)39-5778

441-8539 豊橋市中野町字中原100（ほいっぷ内） (0532)39-9200 (0532)47-0911

491-0931 一宮市大和町馬引字郷裏42 (0586)64-5882 (0586)64-5852

465-0065 名古屋市名東区梅森坂3-4101 (052)709-3813 (052)709-3814

483-8166 江南市赤童子町南山182 (0587)56-7255 (0587)56-7264こども発達支援センター　おりーぶ

社会福祉法人くるみ会

障害者就労支援センターめいしんれん

障害者就労支援センターめいりは

名古屋市障害者雇用支援センター

杜の家

岩崎学園

ゆんたく

豊橋あゆみ学園

愛知県青い鳥医療療育センター

愛厚弥富の里

知多地域障害者生活支援センターらいふ

若竹荘　地域生活推進センター

みよし市くらし・はたらく相談センター

東三河北部障害者就業・生活支援センター「ウィ
ル」

愛知県三河青い鳥医療療育センター

長久手市障がい者基幹相談支援センター

半田市障がい者相談支援センター

碧南市障害者就労相談支援事業所

なごや職業開拓校＜（社福）共生福祉会＞
（知的障害者・精神障害者対象）

岡崎市こども発達センター

豊田市こども発達センター

豊橋市こども発達センター

日進市障害者相談支援センター

西三河北部障がい者就業・生活支援センター

海部障害者就業・生活支援センター

尾張中部障害者就業・生活支援センター

愛知県医療療育総合センター

豊田市障がい者就労・生活支援センター

西三河南部西障害者就業・生活支援センター「く
るくる」

とよはし総合相談支援センター「ほっとぴあ」

愛知障害者職業能力開発校

たかはま障がい者支援センター

機
関
・
施
設
一
覧
表
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