
各市町村高齢者虐待対応窓口（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

市町村 担当課 

連絡先電話番号 

平日: 

夜間・休日: 

豊橋市 福祉部 

長寿介護課 

平日：     ０５３２－５１－３１３４ 

夜間・休日：０５３２－５１－２４２１（夜間・休日窓口） 

岡崎市 福祉部 

長寿課 

平日：   ０５６４－２３－６１７４ 

夜間・休日：０５６４－２３－６０００（宿直室） 

一宮市 福祉部 

高年福祉課 

平日：   ０５８６－２８－９１５１ 

夜間・休日：０５８６－２８－９１５１（宿直室） 

瀬戸市 健康福祉部 

高齢者福祉課 

平日：   ０５６１－８８－２６２６（直通） 

夜間・休日：０５６１－８２－７１１１（警備員室） 

半田市 高齢介護課 

 

平日：   ０５６９－８４－０６４８ 

夜間・休日：０５６９－２１－３１１１（宿直室） 

半田市包括支援センター 平日：   ０５６９－２３－８１４４ 

春日井市 健康福祉部 

地域福祉課 

平日：   ０５６８－８５－６１９６ 

夜間・休日：０５６８－８５－６１９６（守衛室に転送） 

豊川市 福祉部 

介護高齢課 

平日：      ０５３３－８９－２１０５ 

夜間・休日：０５３３－８９－２１１１（宿直室） 

津島市 健康福祉部 

高齢介護課 

平日：   ０５６７－２４－１１１１ 

夜間・休日：０５６７－２４－１１１１（宿直室） 

碧南市 健康推進部高齢介護課 平日：   ０５６６－９５－９８９０ 

夜間・休日：０５６６－４１－３３１１（宿直室） 

刈谷市 福祉健康部 

長寿課 

平日：      ０５６６－６２－１０６３ 

夜間・休日：０５６６－６２－１０８０（宿直室） 

豊田市 福祉部 

福祉総合相談課 

平日：   ０５６５－３４－６７９１ 

夜間・休日：０５６５－３１－１２１２（守衛室） 

安城市 

 

福祉部 

高齢福祉課地域支援係 

平日：   ０５６６－７１－２２６４ 

夜間・休日：０５６６－７１－２２６４（宿直室） 

西尾市 

 

健康福祉部長寿課 平日：   ０５６３－６５－２１２０ 

夜間・休日：０５６３－５６－２１１１（当直室） 

蒲郡市 健康福祉部 

長寿課 

平日：   ０５３３－６６－１１０５ 

夜間・休日：０５３３－６６－１１１１（宿直室） 

犬山市 健康福祉部 

高齢者支援課 

犬山北地区高齢者あんしん相談

センター 

犬山南地区高齢者あんしん相談

平日：   ０５６８－４４－０３２５（直通） 

夜間・休日：０５６８－６１－１８００（宿直室） 

平日・夜間・休日：０５６８－６２－１１６６ 

 

平日・夜間・休日：０５６８－６２－２２７０ 



市町村 担当課 

連絡先電話番号 

平日: 

夜間・休日: 

センター 

城東地区高齢者あんしん相談セ

ンター 

羽黒・池野地区高齢者あんしん

相談センター 

楽田地区高齢者あんしん相談セ

ンター 

 

平日・夜間・休日：０５６８－６１－７８００ 

 

平日・夜間・休日：０５６８－６８－１６３５ 

 

平日・夜間・休日：０５６８－６８－６１６５ 

常滑市 

 

福祉部 

高齢介護課 

とこなめ北部高齢者相談支援セ

ンター 

とこなめ中部高齢者相談支援セ

ンター 

とこなめ南部高齢者相談支援セ

ンター 

平日：   ０５６９－４７－６１３３ 

夜間・休日：０５６９－３５－５１１１（宿直室） 

平日・夜間・休日：０５６９－４３－０６６２ 

 

平日・夜間・休日：０５６９ー８４－０２７０ 

 

平日・夜間・休日：０５６９－３４－７１２８ 

江南市 健康福祉部 

高齢者生きがい課 

平日：   ０５８７－５４－１１１１ 

夜間・休日：０５８７－５４－１１１１（宿直室） 

小牧市 福祉部 

地域包括ケア推進課 

平日：   ０５６８－７６－１１９３ 

夜間・休日：０５６８－７２－２１０１（宿直室） 

稲沢市 市民福祉部 

福祉課 

平日：   ０５８７－３２－１２７８ 

夜間・休日：０５８７－３２－１１１１（宿直室） 

新城市 健康福祉部 

高齢者支援課 

平日：   ０５３６－２３－７６８８ 

夜間・休日：０５３６－２３－１１１１（宿直室） 

東海市 市民福祉部 

高齢者支援課 

平日：   ０５２－６８９－１６００ 

夜間・休日：０５２－６０３－２２１１（宿直室） 

大府市 

 

福祉部 

福祉総合相談室 

大府市高齢者・障がい者虐待防

止センター 

平日：   ０５６２－４５－５４４７ 

(大府市ふれ愛サポートセンター） 

夜間・休日：０５６２－４７－２１１１(大府市役所宿直室） 

知多市 福祉子ども部 

長寿課 

平日：   ０５６２－３６－２６５２ 

夜間・休日：０５６２－３３－３１５１（宿直室） 

知多市高齢者虐待相談センター 平日：   ０５６２－５４－１２１１ 

夜間・休日：０５６２－５４－１２１１ 

知立市 保険健康部 

長寿介護課 

平日：   ０５６６－９５－０１５０ 

夜間・休日：０５６６－８３－１１１１（宿直室） 

尾張旭市 健康福祉部長寿課 平日：   ０５６１－７６－８１４３ 



市町村 担当課 

連絡先電話番号 

平日: 

夜間・休日: 

地域包括支援センター 平日・夜間・休日：０５６１－５５－０６５４ 

高浜市 高浜市地域包括支援センター 平日(8:30～19:00)：０５６６－５２－９６１０ 

土曜日(8:30～17:15)：０５６６－５２－９６１０ 

日曜日・祝日・夜間・年末年始(12/29~1/3)：０５６６－５２－１１１１(宿直） 

岩倉市 健康福祉部 

長寿介護課 

平日：   ０５８７－３８－５８１１ 

夜間・休日：０５８７－６６－１１１１（宿直室） 

岩倉市地域包括支援センター 

岩倉東部地域包括支援センター 

平日：   ０５８７－３８－０３０３ 

平日：   ０５８７－９６－６５５３ 

豊明市 健康福祉部 

長寿課 

平日：      ０５６２－９２－１２６１ 

夜間・休日：０５６２－９２－１１１１（宿直室） 

日進市 健康福祉部 

地域福祉課 

平日：   ０５６１－７３－１５１９ 

夜間・休日：０５６１－７３－７１１１（宿直室） 

田原市 健康福祉部 

高齢福祉課 

平日：   ０５３１－２３－４６５４ 

夜間・休日：０５３１－２２－１１１１（宿直室） 

愛西市 保険福祉部 

高齢福祉課 

平日：   ０５６７－２６－８１１１ 

夜間・休日：０５６７－２６－８１１１（宿直室） 

清須市 健康福祉部高齢福祉課 

 

平日：   ０５２－４００－２９１１ 

夜間・休日：０５２－４００－２９１１（宿直室） 

地域包括支援センター 平日：   ０５２－４０９－９０１０ 

北名古屋市 福祉部 

高齢福祉課 

地域包括ケア推進室 

平日：   ０５６８－２２－１１１１ 

夜間・休日 ０５６８－２２－１１１１（宿直室） 

北名古屋市西部南地域包括支援

センター 

北名古屋市西部北地域包括支援

センター 

北名古屋市中部地域包括支援セ

ンター 

北名古屋市東部地域包括支援セ

ンター 

平日：   ０５６８－５４－５５７１ 

 

平日：   ０５６８－５４－１１１３ 

 

平日：   ０５６８－２１－１７３３ 

 

平日：   ０５６８－２７－２７５１ 

弥富市 健康福祉部 

介護高齢課 

平日：   ０５６７－６５－１１１１ 

夜間・休日：０５６７－６５－１１１１（宿直室） 

みよし市 福祉部 

長寿介護課 

平日：   ０５６１－３２－８００９ 

夜間・休日：０５６１－３２－２１１１（代表／警備員室） 

あま市 

 

福祉部 

高齢福祉課 

平日：   ０５２－４４４－３１４１ 

夜間・休日：０５２－４４４－１００１（宿直室） 



市町村 担当課 

連絡先電話番号 

平日: 

夜間・休日: 

あま市地域包括支援センター 

あま市社会福祉協議会地域包括

支援センター 

平日：   ０５２－４４４－３１５９ 

平日：   ０５２－４４３－４２９１（代表） 

長久手市 福祉部 

長寿課 地域支援係 

平日：   ０５６１－５６－０６３９ 

夜間・休日：０５６１－６３－１１１１（宿直室） 

東郷町 福祉部 

高齢者支援課 

平日：   ０５６１－５６－０７３５ 

夜間・休日：０５６１－３８－３１１１（宿直・日直） 

豊山町 

 

 

生活福祉部 

保険課介護グループ 

平日：      ０５６８－２８－０１００ 

夜間・休日：０５６８－２８－０１００（宿直室） 

生活福祉部 

保険課地域包括支援センター 

平日：   ０５６８－２８－０９３２ 

夜間・休日：０５６８－２８－０９３２（宿直室） 

大口町 健康福祉部 

健康生きがい課 

平日：   ０５８７－９４－００５１ 

夜間・休日：０５８７－９５－１１１１（宿直室） 

扶桑町 健康福祉部 

介護健康課 

平日：      ０５８７－９３－１１１１ 

夜間・休日：０５８７－９３－１１１１（宿直室） 

大治町 福祉部民生課 平日：   ０５２－４４４－２７１１ 

夜間・休日：０５２－４４４－２７１１（宿直室） 

蟹江町 民生部 

介護支援課 

平日：   ０５６７－９５－１１１１ 

夜間・休日：０５６７－９５－１１１１（宿直室） 

飛島村 

 

民生部 

福祉課 

平日：   ０５６７－５２－１００１ 

夜間・休日：０５６７－５２－１２３１（宿直室） 

阿久比町 

 

民生部健康介護課 

 

平日：   ０５６９－４８－１１１１ 

夜間・休日：０５６９－４８－１１１１（宿直室） 

東浦町 健康福祉部ふくし課 平日：   ０５６２－８３‐３１１１ 

夜間・休日：０５６２－８３－３１１１（宿直室） 

南知多町 厚生部 

健康介護課 

平日：   ０５６９－６５－０７１１ 

夜間・休日：０５６９－６５－０７１１（宿直室） 

美浜町 厚生部福祉課 

 

平日：   ０５６９－８２－１１１１ 

夜間・休日：０５６９－８２－１１１１（宿直室） 

美浜町地域包括支援センター 平日：   ０５６９－８３－０２９４ 

武豊町 健康福祉部 

福祉課 

平日：   ０５６９－７２－１１１１ 

夜間・休日：０５６９－７２－１１１１（宿直室） 

幸田町 健康福祉部 

福祉課 

平日：      ０５６４－６２－１１１１ 

夜間・休日：０５６４－６２－１１１１（宿直室） 

設楽町 町民課 平日：   ０５３６－６２－０５１９ 

夜間・休日：０５３６－６２－０５１１（宿直室） 



市町村 担当課 

連絡先電話番号 

平日: 

夜間・休日: 

東栄町 住民福祉課 平日：   ０５３６－７６－０５０３ 

夜間：   ０５３６－７６－０５０１（宿直室) 

豊根村 住民課 平日：   ０５３６－８５－１３１３ 

夜間・休日：０５３６－８５－１３１１（宿直室） 

 


