
部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

岐阜市 福祉部 福祉政策課 社会係 058-265-3891 500‐8701 岐阜市今沢町18番地

大垣市 福祉部 社会福祉課
企画総務グ
ループ

0584-81-4111 472 503-8601 大垣市丸の内２－２９

高山市 福祉部 福祉課
福祉・障が
いグループ

0577-32-3333 2942 506-8555 高山市花岡町2-18

多治見市 福祉部 福祉課
福祉総務
グループ

0572-22-1111 1173 507-8703 多治見市日ノ出町２－１５

関市 福祉部 福祉政策課 0575-22-3131 2153 501-3894 関市若草通３丁目１番地

中津川市 健康福祉部 障害援護課 援護係 0573-66-1111 593 508-8501 中津川市かやの木町２番１号

美濃市 健康福祉課 0575-33-1122 152 501-3792 美濃市１３５０番地

瑞浪市 民生部 社会福祉課 厚生援護係 0572-68-2111 101 509-6195 瑞浪市上平町１丁目１番地

羽島市 福祉部 高齢福祉課 総務係 058-392-1111 2553 501-6292 羽島市竹鼻町55

恵那市 市民福祉部 社会福祉課 0573-26-2111 131 509-7292 恵那市長島町正家1-1-1

美濃加茂市 健康福祉部 福祉課 市民福祉係 0574-25-2111 311 505-8606 美濃加茂市太田町３４３１－１

土岐市 市民部 福祉課 厚生援護係 0572-54-1111 164 509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101

各務原市 健康福祉部 福祉総務課 福祉総務係 058-383-1111 2565 504-8555 各務原市那加桜町1丁目69番地

可児市 福祉課 0574-62-1111
3176
3177

509-0292 可児市広見１丁目1番地

山県市 福祉課 0581-22-6837 501-2129 山県市高木１０００番地１

瑞穂市 福祉部 福祉生活課 058-327-4123 501-0293 瑞穂市別府1288

飛騨市 市民福祉部 福祉課 福祉係 0577-73-7483 656 509-4221 飛騨市古川町若宮２丁目１番６０号

本巣市 健康福祉部 福祉敬愛課 社会福祉係 058-323-7752 145 501-0494 本巣市下真桑１０００

郡上市 健康福祉部 社会福祉課 0575-67-1121 1123 501-4297 郡上市八幡町島谷228番地

下呂市 福祉部 社会福祉課 0576-52-3936 606 509-2517 下呂市萩原町萩原1166-8

海津市 市民福祉部 社会福祉課 福祉政策係 0584-53-1139 2212 503-0695 海津市海津町高須515

羽島郡岐南町 民生部 福祉課 058-247-1331 112 501-6197 羽島郡岐南町八剣７丁目１０７番地

羽島郡笠松町 住民福祉部 福祉健康課 民生児童担当 058-388-1111 136 501-6181 羽島郡笠松町司町１番地

養老郡養老町 住民福祉部 健康福祉課 0584-32-1105 503-1392 養老郡養老町高田７９８

不破郡垂井町 健康福祉課 0584-22-1151 203 503-2193 岐阜県不破郡垂井町１５３２－１
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部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

不破郡関ヶ原町 住民課 高齢福祉係 0584-43-1111 166 503-1592 不破郡関ヶ原町大字関ヶ原８９４－５８

安八郡神戸町 民生部 健康福祉課 福祉係 0584-27-3111 125 503-2392 安八郡神戸町大字神戸1111番地

安八郡輪之内町 福祉課 0584-69-3111 154 503-0292 安八郡輪之内町四郷2530番地の１

安八郡安八町 福祉課 0584-64-3111 249 503-0198 安八郡安八町氷取161

揖斐郡揖斐川町 住民福祉部 福祉課 社会福祉係 0585-22-2111 230 501-0692 揖斐郡揖斐川町三輪１３３番地

揖斐郡大野町 福祉課 0585-34-1111 162 501-0592 揖斐郡大野町大字大野８０

揖斐郡池田町 民生部 健康福祉課 福祉政策係 0585-45-3111 154 503-2492 揖斐郡池田町六之井1468-1

本巣郡北方町 福祉健康課 058-323-1111 257 501-0492 本巣郡北方町北方１３２３－５

加茂郡坂祝町 福祉課 福祉係 0574-26-7111 233 505-8501 岐阜県加茂郡坂祝町取組４６－１８

加茂郡富加町 福祉保健課 0574-54-2111 164 501-3392 加茂郡富加町滝田1511

加茂郡川辺町 住民課 0574-53-2511 125 509-0393 加茂郡川辺町中川辺１５１８－４

加茂郡七宗町 住民課 0574-48-1112 155 509-0492 加茂郡七宗町上麻生２４４２番地３

加茂郡八百津町 健康福祉課 0574-43-2111 2568 505-0301 加茂郡八百津町八百津3903-2

加茂郡白川町 町民課 住民係 0574-72-1311 121 509-1192 加茂郡白川町河岐715

加茂郡東白川村 村民課 住民係 0574-78-3111 120 509-1392 加茂郡東白川村神土548

可児郡御嵩町 福祉課 社会福祉係 0574-67-2111
2120
2121

505-0192 可児郡御嵩町御嵩１２３９番地１

大野郡白川村 村民課 村民健康福祉係 05769-6-1311 152 501-5692 大野郡白川村鳩谷５１７


