
■■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
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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名名称称

475-0918
半田市雁宿町1-22-1
（半田市福祉文化会館）

(0569)25-0002 (0569)32-3435

479-0852
常滑市神明町3-35
（とこなめ市民交流センター）

(0569)43-0660 (0569)43-0838

470-2403 知多郡美浜町北方1-1 (0569)83-2066 (0569)82-5160

476-0003
東海市荒尾町西廻間2-1（東海市しあ
わせ村）

(052)689-1605 (052)604-5001

474-0035
大府市江端町6-19
（大府市発達支援センターおひさま）

(0562)47-7834 (0562)47-1120

444-2136
岡崎市上里2-14-1
（あそびと学びの教室きらキッズ）

(080)5298-8700 (0564)74-8688

470-0373
豊田市四郷町東畑70-1
（井郷交流館）

(0565)45-4807 (0565)45-4824

472-0012
知立市八ツ田町神明35
（南子育て支援センター内）

(0566)81-4061 (0566)81-4061

444-1311 高浜市本郷町6-6-15 (0566)52-0218 (0566)52-0218

447-0869
碧南市山神町8-35
（へきなん福祉センターあいくる
こどもプラザここるっくしんかわ内）

(0566)42-5569 (0566)48-6522

440-0055
豊橋市前畑町115
（豊橋市総合福祉センター）

(0532)52-1111 (0532)52-1112

441-1202
豊川市上長山町西水神平7-2
（長山駅前集会所）

- -

441-3422 田原市赤石2-2（田原福祉センター） (0531)23-3811 (0531)23-3970

○○視視聴聴覚覚障障害害者者情情報報提提供供施施設設等等

169-8586 東京都新宿区高田馬場1-23-4 (03)3209-0241 (03)3204-5641

440-0874 豊橋市東松山町37 (0532)52-2614 (0532)52-2634

440-0874 豊橋市東松山町37 (0532)54-4812 (0532)39-5877

455-0013 名古屋市港区港陽1-1-65 (052)654-4521 (052)654-4481

460-0001 名古屋市中区三の丸1-9-3 (052)212-2323 (052)212-3674

169-8664 東京都新宿区西早稲田2-18-2 (03)3200-0011 (03)3200-7755

460-0001
名古屋市中区三の丸1-7-2
桜華会館1階

(052)228-6660 (052)221-8663

愛知芸術文化センター愛知県図書館

田原市おもちゃ図書館お陽さまライブ
ラリー（第2土、第3水開館）

碧南市おもちゃ図書館れいんぼうや
（第1･3木、第2･4日開館）

高浜市社会福祉協議会おもちゃライブ
ラリー（月～金開館）

知立市おもちゃ図書館
（月～金開館）

豊田さなげモデルルームおもちゃ図書
館（第1･2･3土開館）

おもちゃ図書館つみき
（第2土、第4木開館）

社会福祉法人日本視覚障害者団体連合
日本視覚障害者センター

あいち聴覚障害者センター

知多

社会福祉法人日本点字図書館

明生会館（点字図書館）

豊川おもちゃ図書館びっくりばこ
（第４水開館）

　〃　　（盲人ホーム）

名古屋ライトハウス 情報文化センター

岡崎市おもちゃ図書館きらら
（第2土開館）

大府市おもちゃ図書館あいあい
（第1土開館）

東海市おもちゃ図書館
（木、第2･4土開館）

豊橋市おもちゃ図書館　なかよしライ
ブラリー　（第1･3土開館）

おもちゃ図書館うみは
（第2月開館）

常滑市おもちゃ図書館ポッケ
（第1･3木開館）

西三河

東三河
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■ 相談窓口の受付時間一覧 

 

○○児児童童・・障障害害者者相相談談セセンンタターー（（障障害害者者相相談談部部門門））  

 中央、西三河、東三河の３か所の児童・障害者相談センター障害者相談課では、身体障

害者手帳の発行、自立支援医療（更生医療）の判定、補装具の判定、療育手帳（18 歳以上）

の判定・発行などの事務を行っていますので、何かご不明な点があるときはお問い合わせ

ください。 

 また、身体障害者・知的障害者の方に関する専門的な相談などについては、この３セン

ターのほかに、海部、知多、豊田加茂、新城設楽の４か所の児童・障害者相談センターに

おいても対応しています。 

 なお、障害福祉サービスの利用や手当・医療など生活全般にわたる各種相談については、

市町村の障害福祉担当窓口（p90～91 参照）及び指定一般相談支援事業所で行っています

ので、まずはお住まいの市町村へご相談ください。 

 加えて、障害者差別に関する相談について、市町村を支援する広域相談窓口として相談

に対応しています。 

 

児児童童・・障障害害者者  

相相談談セセンンタターー  
管管轄轄区区域域  受受付付時時間間  

中   央 

（一宮市）、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、

尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手

市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町 

月～金 

8:45～   

17:30 

 

（祝日、年末

年始を除く） 

 
海  部 津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 

知  多 
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南

知多町、美浜町、武豊町 

西 三 河 
（岡崎市）、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、

幸田町 

 豊田加茂 （豊田市）、みよし市 

東 三 河 （豊橋市）、豊川市、蒲郡市、田原市 

 新城設楽 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 

(注１) 身体障害者手帳発行、自立支援医療（更生医療）判定、補装具判定、療育手帳発

行（18 歳以上）事務については、中央、西三河、東三河の３センターがそれぞれ

点線内の市町村も所管しています。 

(注２) 身体障害者手帳交付事務のうち中核市の豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市につい

ては、各市がそれぞれ実施しています。 

(注３) 専門的な相談については７センターが枠内の市町村をそれぞれ所管しています。 
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