
日常生活自立支援事業連絡先
（令和４年４月）

№ 市町村社協等名 ℡ 〒 市町村 住所1 住所2
1 豊橋市社会福祉協議会 （0532）57‐6800 440-0055 豊橋市 前畑町115 市総合福祉センターあいトピア内
2 岡崎市社会福祉協議会 （0564）47‐8760 444-0802 岡崎市 美合町五本松６８番地１２ 岡崎市社会福祉センター3階(旧岡崎市勤労文化センター)
3 一宮市社会福祉協議会 （0586）85‐7024 491-0858 一宮市 栄3-1-2 尾張一宮駅前ビル内
4 瀬戸市社会福祉協議会 （0561）84‐2011 489-0919 瀬戸市 川端町1-31 市福祉保健センター内
5 半田市社会福祉協議会 （0569）23‐7361 475-0918 半田市 雁宿町1-22-1 市福祉文化会館内
6 春日井市社会福祉協議会 （0568）86‐9228 486-0857 春日井市 浅山町1-2-61 市総合福祉センター内
7 豊川市社会福祉協議会 （0533）83‐6377 442-0068 豊川市 諏訪3-242 市社会福祉会館内
8 津島市社会福祉協議会 （0567）25‐8411 496-0863 津島市 上之町1-60 市総合保健福祉センター内
9 碧南市社会福祉協議会 （0566）46‐3701 447-0869 碧南市 山神町8-35 へきなん福祉センターあいくる内
10 刈谷市社会福祉協議会 （0566）23‐1600 448-0024 刈谷市 下重原町3-120 市高齢者福祉センターひまわり内
11 豊田市社会福祉協議会 （0565）31‐9671 471-0877 豊田市 錦町1-1-1
12 安城市社会福祉協議会 （0566）77‐0284 446-0046 安城市 赤松町大北78-4 市社会福祉会館内
13 西尾市社会福祉協議会 （0563）56‐5900 445-0852 西尾市 花ノ木町2-1 市総合福祉センター内
14 蒲郡市社会福祉協議会 （0533）69‐3911 443-0056 蒲郡市 神明町18-4 市勤労福祉会館内
15 犬山市社会福祉協議会 （0568）63‐2918 484-0086 犬山市 松本町四丁目21番地 市民交流センター「フロイデ」内
16 常滑市社会福祉協議会 （0569）43‐0660 479-0852 常滑市 神明町3-35 とこなめ市民交流センター内
17 江南市社会福祉協議会 （0587）81‐8577 483-8279 江南市 古知野町宮裏121 市老人福祉センター内
18 小牧市社会福祉協議会 （0568）68‐6870 485-0041 小牧市 小牧5-407 市総合福祉施設ふれあいセンター内
19 稲沢市社会福祉協議会 （0587）22‐5565 492-8269 稲沢市 稲府町１番地 稲沢市役所東庁舎１階
20 新城市社会福祉協議会 （0536）24‐9811 441-1363 新城市 字東沖野20-12 しんしろ福祉会館内
21 東海市社会福祉協議会 （052）689‐1605 476-0003 東海市 荒尾町西廻間2-1 市しあわせ村内
22 大府市社会福祉協議会 （0562）48‐1805 474-0073 大府市 東新町1-219
23 知多市社会福祉協議会 （0562）39-3060 478-0047 知多市 緑町32-6 市福祉活動センター内
24 知立市社会福祉協議会 （0566）45‐7325 472-0012 知立市 八ツ田町泉43 市福祉の里八ツ田内
25 尾張旭市社会福祉協議会 （0561）54‐4540 488-0074 尾張旭市 新居町明才切57 市保健福祉センター内
26 高浜市社会福祉協議会 （0566）54-5563 444-1334 高浜市 春日町5-165 市いきいき広場内
27 岩倉市社会福祉協議会 （0587）37‐3135 482-0036 岩倉市 西市町無量寺2-1 市ふれあいセンター内
28 豊明市社会福祉協議会 （0562）93‐5051 470-1116 豊明市 新田町吉池18-3 市総合福祉会館内
29 日進市社会福祉協議会 （0561）73‐4885 470-0122 日進市 蟹甲町中島22 市中央福祉センター内
30 田原市社会福祉協議会 （0531）23‐0610 441-3422 田原市 赤石2-2 市田原福祉センター内
31 愛西市社会福祉協議会 （0567）37‐3313 496-8044 愛西市 江西町宮西38 愛西市八開総合福祉センター内
32 清須市社会福祉協議会 （052）401‐0031 452-0931 清須市 一場古城604-15 清須市清洲総合福祉センター内
33 北名古屋市社会福祉協議会（0568）25‐8500 481-0033 北名古屋市 西之保藤塚93
34 弥富市社会福祉協議会 （0567）65‐8105 498-0021 弥富市 鯏浦町上本田95-1 市総合福祉センター内
35 みよし市社会福祉協議会 （0561）41‐8063 470-0224 みよし市 三好町陣取山39-5
36 あま市社会福祉協議会 （052）443‐4291 490-1104 あま市 西今宿馬洗46
37 長久手市社会福祉協議会 （0561）62‐4700 480-1102 長久手市 前熊下田171 福祉の家内
38 東郷町社会福祉協議会 （0561）37‐5411 470-0151 愛知郡東郷町 大字諸輪字北山158-90 東郷町福祉センター
39 豊山町社会福祉協議会 （0568）29‐0002 480-0202 西春日井郡豊山町 大字豊場字諏訪270 町総合福祉センターしいの木内
40 大口町社会福祉協議会 （0587）94‐0060 480-0126 丹羽郡大口町 伝右1-35 町健康文化センター内
41 扶桑町社会福祉協議会 （0587）93‐4300 480-0104 丹羽郡扶桑町 大字斎藤字榎230 町総合福祉センター内



№ 市町村社協等名 ℡ 〒 市町村 住所1 住所2
42 大治町社会福祉協議会 （052）442‐0913 490-1143 海部郡大治町 大字砂子字西河原18 総合センター希望の家内
43 蟹江町社会福祉協議会 （0567）96‐2940 497-0052 海部郡蟹江町 大字西之森字海山326-3
44 飛島村社会福祉協議会 （0567）52‐4334 490-1436 海部郡飛島村 竹之郷5-43 ふれあいの郷内
45 阿久比町社会福祉協議会 （0569）48-1111 470-2212 知多郡阿久比町 大字卯坂字丸の内85 オアシスセンター内
46 東浦町社会福祉協議会 （0562）84‐3741 470-2103 知多郡東浦町 大字石浜字岐路23-1
47 南知多町社会福祉協議会 （0569）65‐2687 470-3412 知多郡南知多町 大字豊浜字須佐ヶ丘1 南知多JA会館内
48 美浜町社会福祉協議会 （0569）83‐2066 470-2403 知多郡美浜町 北方1-1 美浜町福祉センター内
49 武豊町社会福祉協議会 （0569）73‐3104 470-2392 知多郡武豊町 長尾山2 思いやりセンター内
50 幸田町社会福祉協議会 （0564）62‐7171　 444-0113 額田郡幸田町 大字菱池字錦田82-4
51 設楽町社会福祉協議会 （0536）62‐1848 441-2301 北設楽郡設楽町 大字田口字向木屋4 したら保健福祉センター内
52 東栄町社会福祉協議会 （0536）76‐1740 449-0214 北設楽郡東栄町 大字本郷字南万場14-1 町産業会館内
53 豊根村社会福祉協議会 （0536）85‐1562 449-0404 北設楽郡豊根村 上黒川字長野田26 保健福祉センター内
54 ＡＪＵ自立の家 （052）841‐8841 466-0035 名古屋市昭和区 松風町2-28 ノーブル千賀1F

名古屋市内

ＡＪＵ自立の家（再掲） （052）841‐8841 466-0035 名古屋市昭和区 松風町2-28 ノーブル千賀1F

名古屋市障害者･高齢者権利擁護センター
北部事務所 052-919-7584 462-8558 名古屋市北区 清水4-17-1 総合社会福祉会館5階
(東区,北区,西区,守山区にお住まいの方)
南部事務所 052-678-3030 456-0073 名古屋市熱田区 千代田町20-26 知的障害者センター　サンハート内
(中村区,中区,熱田区,中川区,港区にお住まいの方)
東部事務所 052-803-6100 468-0015 名古屋市天白区 原1-301 原ターミナルビル内
(千種区,昭和区,瑞穂区,南区,緑区,名東区,天白区にお住まいの方)


