
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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○○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  

 県の仕事に対する問合わせ等に対応するほか、交通事故、法律問題等の相談を行ってい

ます。 

 また、専門的な相談や犯罪による被害を受けられた方等、相談窓口が分からない方には、

相談窓口の総合案内を行っています。 

 なお、法律相談などについては、事前に予約が必要ですので、ご確認ください。 

 

＜＜県県民民相相談談＞＞  

名名  称称  県県  政政  交交通通事事故故  
法法律律  

（（面面接接・・予予約約制制））  

愛知県県民相談 

・情報センター 

月～金 

9:00～17:15 

月～金 

9:00～17:15 

毎週月 

14:00～15:00 

巡回相談（予約制） 

原則第 2・4 月午後 

場所：一宮市思いやり会館（一

宮市桜 1-12-1） 

前週の水曜日までに要予約

（052）962-5100 

西三河県民相談室  
月～金 

9:00～17:15 

月～金 

9:00～17:15 

第２水 

14:00～15:00 

東三河県民相談室 
月～金 

9:00～17:15 

月～金 

9:00～17:15 

第４木 

14:00～15:00 

 

＜＜そそのの他他のの県県民民相相談談＞＞  

相相談談内内容容  実実施施場場所所  実実    施施    日日  

内職相談 西三河・東三河各県民相談室 

 

毎週火 10:00～12:00、13:00～15:00 

 

手話による相談 

県民相談・情報センター 月・火・木・金 9:00～16:00（予約制） 

西三河・東三河各県民相談室 月・火・木・金 10:00～16:00（予約制） 

建設工事・不動産取引

紛争に関する相談 
県民相談・情報センター 毎週水 13:00～16:00 面接（予約制） 

医療に関する相談 県民相談・情報センター 
月～金 9:00～12:00、13:00～17:00（面

接相談は予約制） 

労働相談 西三河・東三河各県民相談室 月～金 9:00～17:30 
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○○消消費費生生活活総総合合セセンンタターー  

 消費生活等に関する相談や情報提供を行っています。 

※多言語（11 言語）による相談（外国人向け専門相談（消費生活））をあいち多文化共生セン

ター（月 1 回予約制）でお受けしています。詳しくは(052)961-7902 へご確認ください。 

名名       称称   消消 費費 生生 活活 相相 談談   
多多重重債債務務法法律律相相談談  

（（完完全全予予約約制制））  

愛知県消費生活総合センター 
月～金 

土･日 

9:00～16:30 

9:00～16:00 

火・木 13:00～16:00 

6 日前（土日祝は除く）までに 

要予約（052）962-0999 

 

○○旅旅券券セセンンタターー、、旅旅券券ココーーナナーー  

  旅券（パスポート）の発給に関する事務を行っています。 

＜＜愛愛知知県県のの旅旅券券窓窓口口＞＞  

名名       称称   申申 請請 ・・交交 付付   

愛知県旅券センター 

月～金・日 9:00～17:00 

※金曜日は交付のみ 18:30 まで 

※日曜日は交付のみ 

西三河旅券コーナー 月～金 9:00～17:00 

豊田加茂旅券コーナー 
月～金 10:00～17:00 

※交付のみ 18:00 まで 

 

＜＜市市町町村村のの旅旅券券窓窓口口＞＞  

名名       称称   申申 請請 ・・交交 付付   

豊橋市 
東三河広域連合旅券センター  

豊橋窓口 

月～金・日 9：00～17：00 

※日曜日は交付のみ 

一宮市 市民健康部市民課 月～金 9:00～17:00 

瀬戸市 市民生活部市民課 月～金 9:00～17:00 

半田市 

クラシティパスポートセンター 

月～金・日 
9：00～17：00 

9：00～12：00 
常滑市 

高浜市 

阿久比町 

※日曜日は交付のみ 

※クラシティの休業日は申請・交付とも休業 
南知多町 

武豊町 

春日井市 市民生活部市民課 

月～金・日 
8：30～17：00 

8：30～12：00、13：00～17：00 

※日曜日は交付のみ（第 3 を除く） 

※日曜日と祝日が重なる場合は休業 

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） 

月～金・日  10：00～17：00 

※日曜日は交付のみ 

※プリオの休業日は申請・交付とも休業 

津島市 市民生活部市民課 月～金 9:00～17:00 
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○○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  

 県の仕事に対する問合わせ等に対応するほか、交通事故、法律問題等の相談を行ってい

ます。 

 また、専門的な相談や犯罪による被害を受けられた方等、相談窓口が分からない方には、

相談窓口の総合案内を行っています。 

 なお、法律相談などについては、事前に予約が必要ですので、ご確認ください。 

 

＜＜県県民民相相談談＞＞  

名名  称称  県県  政政  交交通通事事故故  
法法律律  

（（面面接接・・予予約約制制））  

愛知県県民相談 

・情報センター 

月～金 

9:00～17:15 

月～金 

9:00～17:15 

毎週月 

14:00～15:00 

巡回相談（予約制） 

原則第 2・4 月午後 

場所：一宮市思いやり会館（一

宮市桜 1-12-1） 

前週の水曜日までに要予約

（052）962-5100 

西三河県民相談室  
月～金 

9:00～17:15 

月～金 

9:00～17:15 

第２水 

14:00～15:00 

東三河県民相談室 
月～金 

9:00～17:15 

月～金 

9:00～17:15 

第４木 

14:00～15:00 

 

＜＜そそのの他他のの県県民民相相談談＞＞  

相相談談内内容容  実実施施場場所所  実実    施施    日日  

内職相談 西三河・東三河各県民相談室 

 

毎週火 10:00～12:00、13:00～15:00 

 

手話による相談 

県民相談・情報センター 月・火・木・金 9:00～16:00（予約制） 

西三河・東三河各県民相談室 月・火・木・金 10:00～16:00（予約制） 

建設工事・不動産取引

紛争に関する相談 
県民相談・情報センター 毎週水 13:00～16:00 面接（予約制） 

医療に関する相談 県民相談・情報センター 
月～金 9:00～12:00、13:00～17:00（面

接相談は予約制） 

労働相談 西三河・東三河各県民相談室 月～金 9:00～17:30 
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○○消消費費生生活活総総合合セセンンタターー  

 消費生活等に関する相談や情報提供を行っています。 

※多言語（11 言語）による相談（外国人向け専門相談（消費生活））をあいち多文化共生セン

ター（月 1 回予約制）でお受けしています。詳しくは(052)961-7902 へご確認ください。 

名名       称称   消消 費費 生生 活活 相相 談談   
多多重重債債務務法法律律相相談談  

（（完完全全予予約約制制））  

愛知県消費生活総合センター 
月～金 

土･日 

9:00～16:30 

9:00～16:00 

火・木 13:00～16:00 

6 日前（土日祝は除く）までに 

要予約（052）962-0999 

 

○○旅旅券券セセンンタターー、、旅旅券券ココーーナナーー  

  旅券（パスポート）の発給に関する事務を行っています。 

＜＜愛愛知知県県のの旅旅券券窓窓口口＞＞  

名名       称称   申申 請請 ・・交交 付付   

愛知県旅券センター 

月～金・日 9:00～17:00 

※金曜日は交付のみ 18:30 まで 

※日曜日は交付のみ 

西三河旅券コーナー 月～金 9:00～17:00 

豊田加茂旅券コーナー 
月～金 10:00～17:00 

※交付のみ 18:00 まで 

 

＜＜市市町町村村のの旅旅券券窓窓口口＞＞  

名名       称称   申申 請請 ・・交交 付付   

豊橋市 
東三河広域連合旅券センター  

豊橋窓口 

月～金・日 9：00～17：00 

※日曜日は交付のみ 

一宮市 市民健康部市民課 月～金 9:00～17:00 

瀬戸市 市民生活部市民課 月～金 9:00～17:00 

半田市 

クラシティパスポートセンター 

月～金・日 
9：00～17：00 

9：00～12：00 
常滑市 

高浜市 

阿久比町 

※日曜日は交付のみ 

※クラシティの休業日は申請・交付とも休業 
南知多町 

武豊町 

春日井市 市民生活部市民課 

月～金・日 
8：30～17：00 

8：30～12：00、13：00～17：00 

※日曜日は交付のみ（第 3 を除く） 

※日曜日と祝日が重なる場合は休業 

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） 

月～金・日  10：00～17：00 

※日曜日は交付のみ 

※プリオの休業日は申請・交付とも休業 

津島市 市民生活部市民課 月～金 9:00～17:00 
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名名       称称  申申 請請 ・・交交 付付  

碧南市 市民協働部市民課 月～金 9:00～17:00 

刈谷市 市民活動部市民課 
月～金 9:00～17:00 

※金曜日は交付のみ 18：00 まで 

安城市 アンフォーレ証明・旅券窓口センター 

月～金・日 9：00～17：00 

※日曜日は交付のみ 

※アンフォーレの休館日は申請・交付とも休業 

西尾市 市民部市民課 月～金 9:00～17:00 

蒲郡市 
東三河広域連合旅券センター 

蒲郡窓口 
月～金 9:00～17:00 

小牧市 福祉部市民窓口課 
月～金・日 9：00～17：00 

※日曜日は交付のみ（予約制） 

新城市 
東三河広域連合旅券センター  

新城窓口 
月～金 9:00～17:00 

東海市 

知多市 

パスポートセンター 

（東海市・知多市） 

月～金 

日 

9：00～17：00 

9：00～12：00 

※日曜日は交付のみ（第 1・第 3 のみ） 

大府市 総務部市民課 
月～金 8：30～17：00 

※水曜日は交付のみ 19：00 まで 

知立市 市民部市民課 月～金 9:00～17:00 

田原市 
東三河広域連合旅券センター  

田原窓口 
月～金 9:00～17:00 

愛西市 市民協働部市民課 月～金 9:00～17:00 

美浜町 厚生部住民課 月～金 9:00～17:00 

幸田町 住民こども部住民課 月～金 9:00～17:00 

設楽町 
東三河広域連合旅券センター  

設楽窓口 
月～金 9:00～17:00 

東栄町 
東三河広域連合旅券センター  

東栄窓口 
月～金 9:00～17:00 

豊根村 
東三河広域連合旅券センター  

豊根窓口 
月～金 9:00～17:00 
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