
部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

名古屋市
健康福祉局
障害福祉部

障害企画課 更生係  ０５２－９７２－２５８７ 直通 460-8508 名古屋市中区三の丸３－１－１

千種区 区民福祉部 福祉課 福祉係 ０５２－７５３－１８３４ 直通 464-8644 名古屋市千種区覚王山通８－３７

東区 区民福祉部 福祉課 福祉係 ０５２－９３４－１１８１ 直通 461-8640 名古屋市東区筒井１－７－７４

北区 区民福祉部 福祉課 福祉係 ０５２－９１７－６５１６ 直通 462-8511 名古屋市北区清水４－１７－１

西区 区民福祉部 福祉課 福祉係 ０５２－５２３－４５８４ 直通 451-8508 名古屋市西区花の木２－１８－１

中村区 区民福祉部 福祉課 福祉係 ０５２－４５３－５４０２ 直通 453-8501 名古屋市中村区竹橋町３６－３１

中区 区民福祉部 福祉課 福祉係 ０５２－２６５－２３２１ 直通 460-8447 名古屋市中区栄４－１－８

昭和区 区民福祉部 福祉課 福祉係 ０５２－７３５－３８９３ 直通 466-8585 名古屋市昭和区阿由知通３－１９

瑞穂区 区民福祉部 福祉課 福祉係 ０５２－８５２－９３９５ 直通 467-8531 名古屋市瑞穂区瑞穂通３－３２

熱田区 区民福祉部 福祉課 福祉係 ０５２－６８３－９４０７ 直通 456-8501 名古屋市熱田区神宮３－１－１５

中川区 区民福祉部 福祉課 福祉係 ０５２－３６３－４４１５ 直通 454-8501 名古屋市中川区高畑１－２２３

港区 区民福祉部 福祉課 福祉係 ０５２－６５４－９７１８ 直通 455-8520 名古屋市港区港明１－１２－２０

南区 区民福祉部 福祉課 福祉係 ０５２－８２３－９４１２ 直通 457-8508 名古屋市南区前浜通３－１０

守山区 区民福祉部 福祉課 福祉係 ０５２－７９６－４５８４ 直通 463-8510 名古屋市守山区小幡１－３－１

緑区 区民福祉部 福祉課 福祉係 ０５２－６２５－３９５７ 直通 458-8585 名古屋市緑区青山２－１５

名東区 区民福祉部 福祉課 福祉係 ０５２－７７８－３０９２ 直通 465-8508 名古屋市名東区上社２－５０

天白区 区民福祉部 福祉課 福祉係 ０５２－８０７－３８８７ 直通 468-8510 名古屋市天白区島田２－２０１

豊橋市 福祉部 福祉政策課
企画推進
グループ

０５３２－５１－２３５５ 直通 440-8501 豊橋市今橋町１

岡崎市 福祉部 福祉総務課 援護班 ０５６４－２３－６１４５ 直通 444-8601 岡崎市十王町２－９

一宮市 福祉こども部 福祉課
地域福祉
グループ

０５８６－２８－９０１５ 直通 491-8501 一宮市本町２－５－６

瀬戸市 健康福祉部 社会福祉課 保護係 ０５６１－８８－２６１０ 直通 489-8701 瀬戸市追分町６４－１

半田市 福祉部 地域福祉課 地域福祉担当 ０５６９－８４－０６４１ 直通 475-8666 半田市東洋町２－１

春日井市 健康福祉部 生活援護課 援護担当 ０５６８－８５－６１９１ 直通 486-8686 春日井市鳥居松町５－４４

豊川市 健康福祉部 福祉課 福祉総務係 ０５３３－８９－２１３１ 直通 442-8601 豊川市諏訪１－１

津島市 健康福祉部 福祉課 福祉グループ ０５６７－２４－１１１１
２１３１
２１３２

496-8686 津島市立込町２－２１　　　
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碧南市 福祉こども部 福祉課 社会福祉係 ０５６６－４１－３３１１ ３３４ 447-8601 碧南市松本町２８

刈谷市 福祉健康部 福祉総務課 総務係 ０５６６－６２－１０１２ 直通 448-8501 刈谷市東陽町１－１

豊田市 市民福祉部 総務課 総務担当 ０５６５－３４－６７０６ 直通 471-8501 豊田市西町３－６０

安城市 福祉部 社会福祉課 社会福祉係 ０５６６－７１－２２６２ 直通 446-8501 安城市桜町１８－２３

西尾市 健康福祉部 福祉課 社会福祉担当 ０５６３－６５－２１１４ 直通 445-8501 西尾市寄住町下田２２

蒲郡市 市民福祉部 福祉課 障害福祉 ０５３３－６６－１１０６ 直通 443-8601 蒲郡市旭町１７－１

犬山市 健康福祉部 福祉課
庶務･生活保護
担当

０５６８－４４－０３２０ 直通 484-8501 犬山市大字犬山字東畑３６

常滑市 福祉部 福祉課 民生チーム ０５６９－３４－７７４４ 直通 479-8610 常滑市新開町４－１

江南市 健康福祉部 福祉課 社会福祉 ０５８７－５４－１１１１ ２５５ 483-8701 江南市赤童子町大堀９０

小牧市 健康福祉部 福祉総務課 庶務係 ０５６８－７６－１１９６ 直通 485-8650 小牧市堀の内３－１

稲沢市 福祉保健部 福祉課
庶務
グループ

０５８７－３２－１１１１ ２５９ 492-8269 稲沢市稲府町１

新城市 市民福祉部 福祉課 地域福祉係 ０５３６－２３－７６２４ 直通 441-1392 新城市字東入船６－１

東海市 市民福祉部 社会福祉課 福祉担当 ０５２－６０３－２２１１ １２８ 476-8601 東海市中央町１－１

大府市 福祉子ども部 福祉課 福祉 ０５６２－４７－２１１１ ３９５ 474-8701 大府市中央町５－７０

知多市 健康福祉部 福祉課 社会チーム ０５６２－３３－３１５１ ２４１ 478-8601 知多市緑町１

知立市 福祉子ども部 福祉課 保護援護係 ０５６６-９５－０１４９ 直通 472-8666 知立市広見３－１

尾張旭市 健康福祉部 福祉課 福祉政策係 ０５６１－７６－８１３９ 直通 488-8666 尾張旭市東大道町原田２６００－１

高浜市 福祉部
地域福祉
グループ

０５６６－５２ー９８７１ 直通 444-1334 高浜市春日町５－１６５

岩倉市 健康福祉部 福祉課
障がい福祉
グループ

０５８７－３８－５８０９ 直通 482-8686 岩倉市栄町１－６６　　　

豊明市 健康福祉部 社会福祉課 障がい社会係 ０５６２－９２－１１１９ 直通 470-1195 豊明市新田町子持松１－１

日進市 健康福祉部 介護福祉課 障害給付係 ０５６１－７３－１７４９ 直通 470-0192 日進市蟹甲町池下２６８

田原市 健康福祉部 地域福祉課
福祉・障害
グループ

０５３１－２３－３５１２ 直通 441-3492 田原市田原町南番場３０－１

愛西市 福祉部 社会福祉課 ０５６７－２５－１１１１ ２１２ 496-8601 愛西市諏訪町池埋５００－１

清須市 健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係 ０５２－４００－２９１１ ３１０３ 452-8563 清須市清洲１－６－１

北名古屋市 福祉部 社会福祉課 社会福祉担当 ０５６８－２２－１１１１ ２１３７ 481-8531 北名古屋市西之保清水田１５
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弥富市 民生部 福祉課
社会福祉
グループ

０５６７－６５－１１１１ １６２ 498-8501 弥富市前ケ須町南本田３３５

みよし市 健康福祉部 福祉課 ０５６１－３２－８０１０ 直通 470-0295 みよし市三好町小坂５０

あま市 福祉部 社会福祉課 社会福祉係 ０５２－４４４－３１３５ 直通 490-1198 あま市甚目寺二伴田７６

長久手市 福祉部 福祉課 保護係 ０５６１－５６－０６１４ 直通 480-1196 長久手市岩作城の内６０－１

愛知郡
東郷町

福祉部 福祉課 社会福祉係 ０５６１－３８－３１１１
２１１２
２１１３

470-0198 愛知郡東郷町大字春木字羽根穴１

西春日井郡
豊山町

生活福祉部 福祉課 福祉係 ０５６８－２８－０９１２ 直通 480-0292 西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０

丹羽郡
大口町

健康福祉部 福祉こども課
社会福祉
グループ

０５８７－９４－１２２２ 直通 480-0126
丹羽郡大口町伝右１－３５
（ほほえみプラザ）

丹羽郡
扶桑町

健康福祉部 福祉児童課
社会福祉
グループ

０５８７－９３－１１１１ ２２４ 480-0102 丹羽郡扶桑町大字高雄字天道３３０

海部郡
大治町

福祉部 民生課 社会福祉係 ０５２－４４４－２７１１ １６８ 490-1192 海部郡大治町大字馬島字大門西１－１

海部郡
蟹江町

民生部 住民課 住民相談係 ０５６７－９５－１１１１ １９０ 497－8601 海部郡蟹江町学戸３－1

海部郡
飛島村

民生部 保健福祉課 ０５６７－５２－１００１ 直通 490-1434 海部郡飛島村大字松之郷３－４６－１

知多郡
阿久比町

民生部 住民福祉課 社会福祉係 ０５６９－４８－１１１１ ３４６ 470-2292 知多郡阿久比町大字卯坂字殿越５０

知多郡
東浦町

健康福祉部 福祉課 社会福祉係 ０５６２－８３－３１１１ １２９ 470-2192 知多郡東浦町大字緒川字政所２０

知多郡
南知多町

厚生部 福祉課 社会福祉係 ０５６９－６５－０７１１ １２１ 470-3495 知多郡南知多町大字豊浜字貝ヶ坪１８

知多郡
美浜町

厚生部 福祉課 社会福祉係 ０５６９－８２－１１１１ ２２１ 470-2492 知多郡美浜町大字河和字北田面１０６

知多郡
武豊町

健康福祉部 福祉課
社会福祉
担当

０５６９－７２－１１１１ ３２３ 470-2392 知多郡武豊町字長尾山２

額田郡
幸田町

健康福祉部 福祉課 福祉グループ ０５６４－６２－１１１１ １５２ 444-0192 額田郡幸田町大字菱池字元林１－１

北設楽郡
設楽町

町民課
恩給・援護
担当

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

北設楽郡
東栄町

住民課 生活環境係 ０５３６－７６－０５０３ 直通 449-0292 北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑２５

北設楽郡
豊根村

住民課
住民サービス
係

０５３６－８５－１３１１ ５２ 449-0403 北設楽郡豊根村下黒川字蕨平２
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