
№ 地区 受付窓口名称 住所1 住所2 電話番号

1 愛知県
愛知県社会福祉協議会
（民生児童部）

名古屋市東区白壁一丁目50番地 愛知県社会福祉会館 052-212-5506

2 名古屋
名古屋市社会福祉協議会
（地域福祉推進部）

名古屋市北区清水四丁目17の1
名古屋市総合社会福祉会館
５階

052-911-3193

3 千種区 千種区社会福祉協議会 名古屋市千種区西崎町二丁目4番1号
千種区在宅サービスセン
ター内　1階

052-763-1531

4 東区 東区社会福祉協議会 名古屋市東区泉2-8-5 高岳げんき館 052-932-8204

5 北区 北区社会福祉協議会 名古屋市北区清水四丁目17番1号
北区在宅サービスセンター
内

052-915-7435

6 西区 西区社会福祉協議会 名古屋市西区花の木二丁目18番1号
西区役所等複合施設５階
西区在宅センター内

052-532-9076

7 中村区 中村区社会福祉協議会 名古屋市中村区名楽町四丁目7番18号
中村保健センター等複合施
設１階

052-486-2131

8 中区社 中区社会福祉協議会 名古屋市中区上前津二丁目12番23号
中区在宅サービスセンター
３階研修室

052-331-9951

9 昭和区 昭和区社会福祉協議会 名古屋市昭和区御器所三丁目18番1号
昭和区在宅サービスセン
ター内

052-884-5511

10 瑞穂区 瑞穂区社会福祉協議会 名古屋市瑞穂区佐渡町3-18
瑞穂区在宅サービスセン
ター内

052-841-4063

11 熱田区 熱田区社会福祉協議会 名古屋市熱田区神宮三丁目1番15号 052-671-2875

12 中川区 中川区社会福祉協議会 名古屋市中川区小城町1-1-20
中川区在宅サービスセン
ター内

052-352-8257

13 港区 港区社会福祉協議会 名古屋市港区港楽二丁目6番32号 052-651-0305

14 南区 南区社会福祉協議会 名古屋市南区前浜通3-10 南区役所庁舎４階 052-823-2035

15 守山区 守山区社会福祉協議会
名古屋市守山区小幡南一丁目24番10
号

守山区在宅サービスセン
ター内

052-758-2011

16 緑区 緑区社会福祉協議会 名古屋市緑区鳴子町1‐7‐1
名古屋市緑区社会福祉会館
内

052-891-7638

17 名東区 名東区社会福祉協議会 名古屋市名東区上社一丁目802番地 上社ターミナルビル２階 052-726-8664

18 天白区 天白区社会福祉協議会 名古屋市天白区原一丁目301
原ターミナルビル３F　ボラ
ンティア室

052-809-5550

19 豊橋市 豊橋市社会福祉協議会 豊橋市前畑町115
市総合福祉センターあいト
ピア内 １階

0532-52-1111

20 岡崎市
岡崎市社会福祉協議会
サービスセンター内特設窓口

岡崎市康生通南3-56
岡崎市社会福祉協議会サー
ビスセンター

0564-23-8938

21 一宮市 一宮市社会福祉協議会 一宮市栄3-1-2 尾張一宮駅前ビル４階 0586-85-7024

22 瀬戸市 瀬戸市社会福祉協議会 瀬戸市川端町1-31 やすらぎ会館　１階 0561-84-2011

23 半田市 半田市社会福祉協議会 半田市雁宿町1-22-1 半田市福祉文化会館内 0569-23-7361

24 春日井市 春日井市社会福祉協議会 春日井市浅山町1-2-61
市総合福祉ｾﾝﾀｰ内　1階相談
室

0568-86-9228

25 豊川市 豊川市社会福祉協議会 豊川市諏訪3-242 豊川市社会福祉会館内 0533-83-5211

26 津島市 生活支援相談窓口 津島市立込町2丁目21番地
津島市役所内　生活相談窓
口

0567-24-1111
（内線2136)

27 碧南市 碧南市社会福祉協議会 碧南市山神町8-35
へきなん福祉センターあい
くる１階

0566-46-3701

28 刈谷市 刈谷市社会福祉協議会 刈谷市下重原町3-120 0566-23-1600

29 豊田市
豊田市社会福祉協議会
地域福祉課（他各支所）

豊田市錦町一丁目１－１ 0565-34-1132

30 安城市 安城市社会福祉協議会 安城市赤松町大北78-4 安城市社会福祉会館内 0566-77-0284

31 西尾市 西尾市社会福祉協議会 西尾市花ﾉ木町2-1 市総合福祉センター内 0563-56-5900

32 蒲郡市 蒲郡市社会福祉協議会 蒲郡市神明町18-4 市勤労福祉会館内 0533-69-3911

33 犬山市 犬山市社会福祉協議会 犬山市松本町四丁目21番地 市民交流センター内 0568-62-2508

34 常滑市 常滑市社会福祉協議会 常滑市神明町3-35 0569-43-0660

35 江南市 江南市社会福祉協議会 江南市古知野町宮裏121 老人福祉センター内 0587-53-8851

36 小牧市 小牧市社会福祉協議会 小牧市小牧5-407
総合福祉施設ふれあいｾﾝﾀｰ
内

0568-77-0123



37 稲沢市 稲沢市社会福祉協議会 稲沢市稲府町1番地 市役所東庁舎1階 0587-23-6713

38 新城市 新城市社会福祉協議会 新城市字東沖野20-12 しんしろ福祉会館内２Ｆ 0536-24-9811

39 東海市 東海市社会福祉協議会 東海市荒尾町西廻間2-1 しあわせ村内 052-689-1605

40 大府市 大府市社会福祉協議会 大府市東新町1-219
大府市社会福祉協議会内
２階　会議室

0562-48-1805

41 知多市 知多市社会福祉協議会 知多市緑町32-6 0562-39-3060

42 知立市 知立市社会福祉協議会 知立市八ﾂ田町泉43
市福祉の里八ﾂ田内 知立市
社会福祉協議会

0566-82-8833

43 尾張旭市 尾張旭市社会福祉協議会 尾張旭市新居町明才切57 0561-54-4540

44 高浜市 高浜市社会福祉協議会 高浜市春日町五丁目165番地 いきいき広場　２階 0566-54-5563

45 岩倉市 岩倉市社会福祉協議会 岩倉市西市町無量寺2-1
岩倉市社会福祉協議会　ふ
れあいセンター内２階

0587-37-3135

46 豊明市 豊明市社会福祉協議会 豊明市新田町吉池18-3 市総合福祉会館内 0562-93-5051

47 日進市 日進市社会福祉協議会 日進市蟹甲町中島22
日進市中央福祉センター内
１階　相談室

0561-73-4885

48 田原市 田原市社会福祉協議会 田原市赤石二丁目2番地 0531-23-0610

49 愛西市 愛西市社会福祉協議会 愛西市江西町宮西38
愛西市八開総合福祉セン
ター内

0567-37-3313

50 清須市 清須市社会福祉協議会 清須市一場古城604-15
清須市清洲総合福祉セン
ター内

052-401-0031

51 北名古屋市北名古屋市社会福祉協議会 北名古屋市西之保藤塚93 0568-25-8500

52 弥富市 弥富市社会福祉協議会 弥富市鯏浦町上本田95-1 弥富市総合福祉センター内 0567-65-8105

53 みよし市 みよし市社会福祉協議会 みよし市三好町字陣取山39-5
みよし市立福祉センター内
２階　相談室

0561-34-1588

54 あま市 あま市社会福祉協議会 あま市西今宿字馬洗46
あま市甚目寺総合福祉会館
内

052-443-4291

55 長久手市 長久手市社会福祉協議会 長久手市前熊下田171 長久手市福祉の家内 0561-62-4700

56 東郷町 東郷町社会福祉協議会 愛知郡東郷町大字諸輪字北山 158-90 福祉センター内２階 0561-37-5411

57 豊山町 豊山町社会福祉協議会 西春日井郡豊山町大字豊場字諏訪270 0568-29-0002

58 大口町 大口町社会福祉協議会 丹羽郡大口町伝右1-35
健康文化センター　２階
相談室

0587-94-0060

59 扶桑町 扶桑町社会福祉協議会 丹羽郡扶桑町大字斎藤字榎230番地 町総合福祉ｾﾝﾀｰ内 0587-93-4300

60 大治町 大治町社会福祉協議会 海部郡大治町大字砂子字西河原18
大治町総合センター　１階
相談室等

052-442-0990

61 蟹江町 蟹江町社会福祉協議会
海部郡蟹江町大字西之森字海山326番
地3

蟹江町多世代交流施設「泉
人」内

0567-96-2940

62 飛島村 飛島村社会福祉協議会 海部郡飛島村竹之郷五丁目43 ふれあいの郷内 0567-52-4334

63 阿久比町 阿久比町社会福祉協議会 知多郡阿久比町大字卯坂字丸の内85
阿久比町社会福祉協議会
オアシスセンター３階

0569-48-1111
（内線1523）

64 東浦町 東浦町社会福祉協議会 知多郡東浦町大字石浜字岐路23-1 東浦町福祉センター 0562-84-3741

65 南知多町 南知多町社会福祉協議会 知多郡南知多町大字豊浜字須佐ヶ丘1
南知多ＪＡ会館　１階　相
談室

0569-65-2687

66 美浜町 美浜町社会福祉協議会 知多郡美浜町北方1-1
美浜町社会福祉会館内　相
談室

0569-83-2066

67 武豊町 武豊町社会福祉協議会 知多郡武豊町長尾山2 武豊町思いやりセンター内 0569-73-3104

68 幸田町 幸田町社会福祉協議会 額田郡幸田町大字菱池字錦田82-4
幸田町福祉サービスセン
ター内

0564-62-7171

69 設楽町 設楽町社会福祉協議会 北設楽郡設楽町大字田口字向木屋4 0536-62-1848

70 東栄町 東栄町社会福祉協議会
北設楽郡東栄町大字本郷字南万場14-
1

東栄町産業会館内１階 0536-76-1740

71 豊根村 豊根村社会福祉協議会 北設楽郡豊根村上黒川字長野田26 0536-85-1562


