
障害者差別に関する相談等の窓口となる
部署（機関）

設置
(予定）日

電話 ファックス メールアドレス

1 名古屋市 ①各局室区人事担当課（本市の職員の
対応に関する相談）
②各事業・施設担当課（本市の事業や施
設管理に関する相談）
③各区役所福祉課・支所区民福祉課・保
健所保健予防課（事業者による差別相
談）
④名古屋市障害者差別相談センター（事
業者による差別相談）

①～③
28.4.1

④
28.8.1

052-972-2585
(健康福祉局障害福祉
部障害企画課）

052-856-8181
(名古屋市障害者差別
相談センター）

052-951-3999
(健康福祉局障害福祉
部障害企画課）

052-919-7585
(名古屋市障害者差別
相談センター）

a2538@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
(健康福祉局障害福祉部障害企画課）

inclu@nagoya-sabetsusoudan.jp
(名古屋市障害者差別相談センター）

2 豊橋市 ○事業者等による差別
　①さくらピア相談室
　②とよはし総合相談支援センター
　③福祉部障害福祉課

○市職員による差別（職員対応要領に基
づく）
　①福祉部障害福祉課
　②総務部人事課
　③当該相談の対象の職員が所属する
課

28.4.1 0532-53-3153
0532-56-4111
0532-51-2340

0532-51-2340
0532-51-2040

0532-53-3200
0532-57-2529
0532-56-5134

0532-56-5134
0532-56-5120

peer-fks@mx2.tees.ne.jp
center@toyohashi-ssc.main.jp
shogaifukushi@city.toyohashi.lg.jp

shogaifukushi@city.toyohashi.lg.jp
jinji@city.toyohashi.lg.jp

3 岡崎市 ①福祉部障がい福祉課
②保健部保健企画課
③岡崎市民病院総務課
④教育委員会事務局総務課

28.4.1 0564-23-6163
0564-23-6807
0564-21-8111
0564-23-6419

0564-25-7650
0564-23-5041
0564-25-2913
0564-23-6558

岡崎市ホームページメールフォームか
ら

4 一宮市 ○事業者等による差別
　①福祉部福祉課
　②一宮市障害者基幹相談支援センター
○市職員による差別（職員対応要領に基
づく）
　①当該相談に係る職員が所属する課又
は公所
　②福祉部福祉課
　③企画部人事課
　④病院事業部経営企画課
　⑤上下水道部経営総務課

28.4.1 0586-28-8619

※各窓口の連絡先は市
ホームページに掲載

0586-73-9124 fukushi@city.ichinomiya.lg.jp

5 瀬戸市 ○事業者等による差別
　・健康福祉部社会福祉課
　・瀬戸市障がい者相談支援センター

○市職員による差別（職員対応要領に基
づく）
　・健康福祉部社会福祉課
　・経営戦略部人事室
　・当該職員が所属する課室

29.4.1 健康福祉部社会福祉課
0561-88-2612
瀬戸市障がい者相談支
援センター
0561-84-0606
経営戦略部人事室
0561-88-2510
当該職員が所属する課
室
※連絡先は、市のホー
ムページに掲載

健康福祉部社会福祉課
0561-88-2615
瀬戸市障がい者相談支
援センター
0561-83-5886
経営戦略部人事室
0561-88-2513

健康福祉部社会福祉課
shafuku@city.seto.lg.jp

瀬戸市障がい者相談支援センター
info@setosoudan.net

経営戦略部人事室
jinji@city.seto.lg.jp

当該職員が所属する課室
※連絡先は、市のホームページに掲載

6 半田市 ○事業者等による差別
　①事業所を所管する課
　②地域福祉課
○市職員による差別
　①全ての所管課
　②地域福祉課
　③人事課
　④学校教育課
　⑤病院管理課

28.4.1 0569-84-0643 0569-22-2904 chiikifukushi@city.handa.lg.jp

7 春日井市 ○事業者等による差別
　 健康福祉部障がい福祉課のほか、
　基幹相談支援センター及び障がい者
　生活支援センターで対応
○市職員による差別
 　（職員対応要領に基づく）
 　総務部人事課のほか、
　健康福祉部障がい福祉課で対応

28.4.1 0568-85-6213

※各窓口の連絡先は市
ホームページに掲載

0568-84-5764 shogaifk@city.kasugai.lg.jp

8 豊川市 ○事業者等による差別
　 既存の相談窓口
　　（福祉課、相談支援事業所）
○市職員による差別
　 福祉課、人事課、教育委員会庶務課

28.4.1 0533-89-2159

※各窓口の連絡先は市
ホームページに掲載

0533-89-2137 fukushi@city.toyokawa.lg.jp

9 津島市 健康福祉部福祉課 28.4.1 0567-24-1111 0567-24-1138 fukusi@city.tsushima.lg.jp

市町村相談窓口（平成29年4月1日現在）

市区町村
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10 碧南市 ○事業者等による差別
　福祉こども部福祉課で対応
○市職員による差別（職員対応要領に基
づく）
　福祉こども部福祉課のほか
　総務部経営企画課で対応

28.4.1 0566-41-3311 0566-48-2940 fukusika@city.hekinan.lg.jp

11 刈谷市 ○事業者等による差別
　福祉健康部福祉総務課で対応
○市職員による差別（職員対応要領に基
づく）
　福祉健康部福祉総務課のほか
　総務部人事課で対応

28.4.1 0566-62-1208 0566-24-3481 fukusou@city.kariya.lg.jp

12 豊田市 ○事業者等による差別
　 ・福祉部障がい福祉課
　 ・委託相談支援事業所（委託仕様書内
に権利擁護
　　に係る業務として、差別解消法に関す
る相談を記
　　載）
○市職員による差別（職員対応要領に基
づく）
　　・福祉部障がい福祉課
　　・総務部人事課

28.4.1 ○障がい福祉課
0565-34-6751
○人事課
0565-34-6609
○委託相談支援事業所
豊田市HP参照

○障がい福祉課
0565-33-2940
○人事課
0565-34-6815
○委託相談支援事業所
豊田市HP参照

○障がい福祉課
shougai_hu@city.toyota.aichi.jp
○人事課
jinji@city.toyota.aichi.jp
○委託相談支援事業所
豊田市HP参照

13 安城市 ○事業者等による差別
　 福祉部障害福祉課のほか
 　各事業所における主務課窓口で対応
○市職員による差別（職員対応要領に基
づく）
   福祉部障害福祉課のほか
 　企画部人事課、教育振興部総務課で
対応

28.4.1 0566-71-2225 0566-74-6789 shofuku@city.anjo.lg.jp

14 西尾市 ○事業者等による差別
　 健康福祉部福祉課（①）のほか
 　市内相談支援事業所（②）で対応
○市職員による差別（職員対応要領に基
づく）
　 健康福祉部福祉課（①）のほか

①28.4.1
②28.4.1

①0563-65-2113
②市ＨＰに掲載

①0563-56-0112
②市ＨＰに掲載

①fukushi@city.nishio.lg.jp

15 蒲郡市 ○事業者等による差別
　 市民福祉部福祉課、
　 基幹相談支援センターで対応
○市職員による差別（職員対応要領に基
づく）
　 市民福祉部福祉課のほか
　 担当課、（企画部人事課）で対応

28.4.1 0533-66-1106 0533-66-3130 shogai@city.gamagori.lg.jp

16 犬山市 ①事業者による差別
・すべての市の相談窓口で対応
②市職員による差別
・市長事務部局
⇒健康福祉部福祉課、市長事務部局主
管課、総務部総務課
・教育委員会
⇒教育委員会主管課、各市立学校

28.4.1 0568-44-0321

※各窓口の連絡先は市
ホームページに掲載

0568-44-0364 030100@city.inuyama.lg.jp

17 常滑市 ○事業者等による差別
　 福祉部福祉課
○市職員による差別
　 福祉部福祉課、企画部職員課

28.4.1 0569-34-7744 0569-34-7745 fukushi@city.tokoname.lg.jp

18 江南市 ○事業者等による差別
　①健康福祉部福祉課
　②江南市基幹相談支援センター
　③江南市社会福祉協議会
○市職員による差別（職員対応要領に基
づく）
　①当該相談に係る職員が所属する課又
は公所
　②健康福祉部福祉課
　③市長政策室秘書政策課

29.4.1 0587-54-1111 0587-56-5515 fukushi@city.konan.lg.jp
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19 小牧市 健康福祉部長寿・障がい福祉課 28.4.1 0568-76-1127 0568-76-4595 choujushougai@city.komaki.lg.jp

20 稲沢市 ○基幹相談支援センター
○福祉課

28.4.1 ①0587-23-2162
②0587-32-1281
③0587-32-1134

①0587-33-4666
②0587-32-1219
③0587-23-1489

①fukushi@inazawa-shakyo.or.jp
②fukushi@city.inazawa.lg.jp
③jinji@city.inazawa.lg.jp

21 新城市 ○健康福祉部　福祉介護課
○企画部　秘書人事課
○教育委員会　学校教育課
○市民病院　総務企画課
○消防本部　消防総務課

28.4.1 0536-23-7624 0536-23-2002 fukushi-kaigo@city.shinshiro.lg.jp

22 東海市 市民福祉部社会福祉課 28.4.1 052-603-2211
0562-33-1111

052-603-4000 fukushi@city.tokai.lg.jp

23 大府市 ○事業者等による差別
①大府市障がい者相談支援センター
②高齢障がい支援課
○職員による差別
③全ての市の相談窓口

28.4.1 ①
0562-48-3011
②
0562-45-6289
③市のホームページに
掲載

①
0562-45-5440
②
0562-47-3150
③市のホームページに
掲載

①obu-soudan@ma.medias.ne.jp
②kourei-shougai@city.obu.lg.jp
③市のホームページに掲載

24 知多市 ○事業者等による差別
　事業所を所管する課、不明な場合は福
祉課
○市職員による差別
　当該職員の所属する課（主管課）
　福祉課、職員課

29.4.1 0562-33-3151(代表)
0562-36-2650（福祉課
直通）

0562-32-1010(代表)
0562-33-3556(福祉課
専用)

fukushi@city.chita.lg.jp

25 知立市 ○事業者等による差別　：福祉課
○職員による差別　　　　：総務課

28.4.1 0566-83-1111 0566-83-1141 fukusi@city.chiryu.lg.jp

26 尾張旭市 福祉課障がい福祉係 28.4.1 0561-76-8142 0561-52-3749 fukusi@city.owariasahi.lg.jp

27 高浜市 ○事業者等による差別
　 福祉部介護保険・障がいグループ
○市職員による差別（職員対応要領に基
づく）
　　福祉部介護保険・障がいグループの
ほか企画部人事グループで対応

28.4.1

28.4.1

0566-52-9871

0566-52-1111

0566-52-7918

0566-52-1110

kaigo@city.takahama.lg.jp

jinji@city.takahama.lg.jp

28 岩倉市 ○事業者等による差別
　健康福祉部福祉課障がい福祉グルー
プ
○市職員による差別（職員対応要領に基
づく）
　総務部秘書企画課秘書人事グループ

28.4.1 0587-38-5809

0587-38-5801

0587-66-6100 fukushi@city.iwakura.lg.jp
hishokikaku@city.iwakura.lg.jp

29 豊明市 社会福祉課障がい社会係 28.4.1 0562-92-1119 0562-92-1141 shakaifu@city.toyoake.lg.jp

30 日進市 健康福祉部地域福祉課 28.4.1 0561-73-1519 0561-72-4554 chiikifukushi@city.nisshin.lg.jp

31 田原市 ○事業者等による差別
　 田原市役所地域福祉課
　 田原市障害者総合相談センター
○市職員による差別
　 田原市役所地域福祉課（総合窓口）
   田原市役所人事課（市の全職員）
　 学校教育課（市内の小中学校教員及
び職員）

28.4.1 0531-23-3697 0531-23-3545 fukushi@city.tahara.aichi.jp

32 愛西市 ○事業者等による差別
　　健康福祉部社会福祉課
○市職員による差別
　　総務部人事課

28.4.1 0567-26-8111 0567-26-1011 syakai-fukusi@city.aisai.lg.jp

jinji@city.aisai.lg.jp

33 清須市 ○事業者等による差別
　 健康福祉部社会福祉課
○市職員による差別
　　健康福祉部社会福祉課
　　企画部人事秘書課

28.4.1 052－400-2911 052－409-3090

052－400-2963

shakaifukushi@city.kiyosu.lg.jp

34 北名古屋市 ○事業者等による差別
　 福祉部社会福祉課
○市職員による差別
　　総務部人事秘書課

28.4.1 0568-22-1111 0568-24-0003

0568-25-1800

shakai@city.kitanagoya.lg.jp

jinji@city.kitanagoya.lg.jp
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35 弥富市 民生部福祉課障害福祉グループ 28.4.1 0567-65-1111 0567-67-4011 shogai@city.yatomi.lg.jp

36 みよし市 福祉部福祉課 28.4.1 0561-32-8010 0561-34-3388 fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp

37 あま市 福祉部社会福祉課 28.4.1 052-444-3135 052-443-3555 shogai@city.ama.lg.jp

38 長久手市 〇事業者等による差別
福祉課、長久手市障がい者相談支援セ
ンター
○市職員による差別（職員対応要領に基
づく）
人事課で対応
（教育委員会の所管については、教育委
員会にて対応）

28.4.1 0561-63-1111 0561-63-2100 fukushi@city.nagakute.lg.jp

jinji@city.nagakute.lg.jp

39 東郷町 福祉課 28.4.1 0561-38-3111 0561-38-7932 tgo-fukushi@town.aichi-togo.lg.jp

40 豊山町 生活福祉部　福祉課 28.1.1 0568-28-0912 0568-28-2870 fukushi@town.toyoyama.lg.jp

41 大口町 福祉こども課 28.4.1 0587-94-1222 0587-94-0052 fukusikodomo@town.oguchi.lg.jp

42 扶桑町 福祉児童課 28.4.1 0587-93-1111 0587-93-2034 fukushi_sc@town.fuso.lg.jp

43 大治町 福祉部民生課 28.4.1 052-444-2711 052-443-4468 minseika@town.oharu.lg.jp

44 蟹江町 民生部子育て推進課 28.4.1 0567-95-1111 0567-95-9188 kosodate@town.kanie.lg.jp

45 飛島村 民生部保健福祉課 28.4.1 0567-52-1001 0567-52-1009 tb-hoken@vill.tobishima.lg,jp

46 阿久比町 ○事業者等による差別
　 民生部住民福祉課
○町職員による差別
　　総務部総務課

28.4.1 0569-48-1111 0569-48-0229 fukushi@town.agui.lg.jp

47 東浦町 東浦町福祉課 28.4.1 0562-83-3111 0562-83-3912 fukushi@town.aichi-higashiura.lg.jp

48 南知多町 ○事業者等による差別
　 厚生部福祉課
 　すべての町の相談窓口で対応
○町職員による差別
　　総務部総務課

28.4.1 0569-65-0711 0569-65-0694 fukusi@town.minamichita.lg.jp

49 美浜町 ○事業者等による差別
　厚生部福祉課
　及びすべての町の相談窓口
○町職員による差別
　企画部秘書広報課

28.4.1 0569-82-1111 0569-83-0755 fukushi@town.aichi-mihama.lg.jp

50 武豊町 ○事業者等による差別
　健康福祉部福祉課
　すべての町の相談窓口
○町職員による差別
　企画部秘書広報課

28.4.1 0569-72-1111 0569-72-1115 syafuku@town.taketoyo.lg.jp

51 幸田町 ○事業者等による差別①
　健康福祉部福祉課
○町職員による差別②
　企画部人事秘書課

①28.4.1
②29年度下
半期までに
要領を整備

①
0564-63-5112
②
0564-63-5155

①
0564-56-6218
②
0564-63-5139

①fukushikaigo@town.kota.lg.jp
②jinjihisyo@town.kota.lg.jp

52 設楽町 町民課 28.4.1 0536-62-0519 0536-62-1458 chomin@town.shitara.lg.jp

53 東栄町 住民福祉課 28.4.1 0536-76-0503 0536-76-1725 jyumin@town.toei.aichi.jp

54 豊根村 住民課 28.4.1 0536-85-1311 0536-85-5005 jyumin@vill.toyone.lg.jp


