




















別表１ 別表２

○住宅管理事務所

問合せ先 名称 問合せ先 名称 問合せ先 名称 問合せ先 お問い合わせ先 所管区域

(052)961-1111 瀬戸市 (0561)82-7111 知立市 (0566)83-1111

千種区 (052)762-3111 半田市 (0569)21-3111 尾張旭市 (0561)53-2111 大口町 (0587)95-1111

東区 (052)935-2271 春日井市 (0568)81-5111 高浜市 (0566)52-1111 扶桑町 (0587)93-1111

北区 (052)911-3131 豊川市 (0533)89-2111 岩倉市 (0587)66-1111 海部駐在 0567-24-7330
津島市、愛西市、あま市、海部郡（大治町、
蟹江町、飛島村）

西区 (052)521-5311 津島市 (0567)24-1111 豊明市 (0562)92-1111 大治町 (052)444-2711

中村区 (052)451-1241 碧南市 (0566)41-3311 日進市 (0561)73-7111 蟹江町 (0567)95-1111

中区 (052)241-3601 刈谷市 (0566)23-1111 田原市 (0531)22-1111 飛島村 (0567)52-1231

昭和区 (052)731-1511 豊田市 (0565)31-1212 愛西市 (0567)26-8111

瑞穂区 (052)841-1521 安城市 (0566)76-1111 清須市 (052)400-2911 阿久比町 (0569)48-1111 0564-23-1863 岡崎市、西尾市、額田郡（幸田町）

熱田区 (052)681-1431 西尾市 (0563)56-2111 北名古屋市 (0568)22-1111 東浦町 (0562)83-3111 0566-84-5677 碧南市、刈谷市、安城市、高浜市

中川区 (052)362-1111 蒲郡市 (0533)66-1111 弥富市 (0567)65-1111 南知多町 (0569)65-0711 0565-34-2001 豊田市、みよし市

港区 (052)651-3251 犬山市 (0568)61-1800 みよし市 (0561)32-2111 美浜町 (0569)82-1111

南区 (052)811-5161 常滑市 (0569)35-5111 あま市 (052)444-1001 武豊町 (0569)72-1111

守山区 (052)793-3434 江南市 (0587)54-1111 長久手市 (0561)63-1111

緑区 (052)621-2111 小牧市 (0568)72-2101 幸田町 (0564)62-1111

名東区 (052)773-1111 稲沢市 (0587)32-1111 東郷町 (0561)38-3111

天白区 (052)803-1111 新城市 (0536)23-1111 設楽町 (0536)62-0511

(0532)51-2111 東海市 (052)603-2211 豊山町 (0568)28-0001 東栄町 (0536)76-0501

(0564)23-6000 大府市 (0562)47-2111 豊根村 (0536)85-1311

(0586)28-8100 知多市 (0562)33-3151

0569-23-2716
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多
市、知多郡（阿久比町、東浦町、南知多町、
美浜町、武豊町）

三河

豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原
市、北設楽郡（設楽町、東栄町、豊根村）

知立支所

豊田加茂支所

東三河支所 0532-53-5616

事務所名

名古屋尾張

名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、尾
張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古
屋市、長久手市、愛知郡（東郷町）、西春日
井郡（豊山町）

一宮支所 0586-28-5411
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉
市、丹羽郡（大口町、扶桑町）

岡崎市

一宮市

○市(区）町村役場

豊橋市

名称

名古屋市

北設楽郡

丹羽郡

西春日井郡

052-973-1791

額田郡

海部郡

知多郡

愛知郡

知多支所



別表３

○市区町村社会福祉協議会
名称 問合せ先 名称 問合せ先 問合せ先

名古屋市社会福祉協議会 052-911-3192 稲沢市社会福祉協議会 0587-23-6713 0586-72-0321
千種区社会福祉協議会 052-763-1531 新城市社会福祉協議会 0536-23-5618 稲沢保健分室 0587-21-2251
東区社会福祉協議会 052-932-8204 東海市社会福祉協議会 052-689-1605 0561-82-2196
北区社会福祉協議会 052-915-7435 大府市社会福祉協議会 0562-48-1805 豊明保健分室 0562-92-9133
西区社会福祉協議会 052-532-9076 知多市社会福祉協議会 0562-33-7400 0568-31-2188
中村区社会福祉協議会 052-486-2131 知立市社会福祉協議会 0566-82-8833 小牧保健分室 0568-77-3241
中区社会福祉協議会 052-331-9951 尾張旭市社会福祉協議会 0561-54-4540 0587-56-2157
昭和区社会福祉協議会 052-884-5511 高浜市社会福祉協議会 0566-52-2002 052-401-2100
瑞穂区社会福祉協議会 052-841-4063 岩倉市社会福祉協議会 0587-37-3135 0567-26-4137
熱田区社会福祉協議会 052-671-2875 豊明市社会福祉協議会 0562-93-5051 0569-21-3341
中川区社会福祉協議会 052-352-8257 日進市社会福祉協議会 0561-73-4885 美浜駐在 0569-82-0078
港区社会福祉協議会 052-651-0305 田原市社会福祉協議会 0531-23-0610 0562-32-6211
南区社会福祉協議会 052-823-2035 愛西市社会福祉協議会 0567-37-3313 0566-21-4778
守山区社会福祉協議会 052-758-2011 清須市社会福祉協議会 052-401-0031 安城保健分室 0566-75-7441
緑区社会福祉協議会 052-891-7638 北名古屋市社会福祉協議会 0568-25-8500 みよし駐在 0561-34-4811
名東区社会福祉協議会 052-726-8664 弥富市社会福祉協議会 0567-65-8105 0563-56-5241
天白区社会福祉協議会 052-809-5550 みよし市社会福祉協議会 0561-34-1588 0536-22-2203
豊橋市社会福祉協議会 0532-52-1111 あま市社会福祉協議会 052-443-4291 0533-86-3188
岡崎市社会福祉協議会 0564-23-8705 長久手市社会福祉協議会 0561-62-4700 蒲郡保健分室 0533-69-3156
一宮市社会福祉協議会 0586-85-7024 東郷町社会福祉協議会 0561-37-5411 田原保健分室 0531-22-1238
瀬戸市社会福祉協議会 0561-84-2011 豊山町社会福祉協議会 0568-29-0002

半田市社会福祉協議会 0569-23-7361 大口町社会福祉協議会 0587-94-0060

春日井市社会福祉協議会 0568-85-4321 扶桑町社会福祉協議会 0587-93-4300 問合せ先 問合せ先
豊川市社会福祉協議会 0533-83-5211 大治町社会福祉協議会 052-442-0990 052-753-1951 052-363-4455
津島市社会福祉協議会 0567-25-8411 蟹江町社会福祉協議会 0567-96-2940 052-934-1205 富田分室 052-303-5321
碧南市社会福祉協議会 0566-46-3702 飛島村社会福祉協議会 0567-52-4334 052-917-6541 052-651-6471
刈谷市社会福祉協議会 0566-29-0888 阿久比町社会福祉協議会 0569-48-1111 楠分室 052-902-6501 南陽分室 052-302-8161
豊田市社会福祉協議会 0565-34-1131 東浦町社会福祉協議会 0562-84-3741 052-523-4601 052-614-2811
安城市社会福祉協議会 0566-77-2941 南知多町社会福祉協議会 0569-65-2687 山田分室 052-504-2216 052-796-4610
西尾市社会福祉協議会 0563-56-5900 美浜町社会福祉協議会 0569-83-2066 052-481-2216 志段味分室 052-736-2023
蒲郡市社会福祉協議会 0533-69-3911 武豊町社会福祉協議会 0569-73-3104 052-265-2250 052-891-1411
犬山市社会福祉協議会 0568-62-2508 幸田町社会福祉協議会 0564-62-7171 052-735-3950 徳重分室 052-878-2227
常滑市社会福祉協議会 0569-43-0660 設楽町社会福祉協議会 0536-62-1848 052-837-3241 052-778-3104
江南市社会福祉協議会 0587-55-5262 東栄町社会福祉協議会 0536-76-1740 052-683-9670 天白保健センター 052-807-3900
小牧市社会福祉協議会 0568-77-0123 豊根村社会福祉協議会 0536-85-1562 ※名古屋市在住の原子爆弾被爆者に対する医療給付については、

県健康対策課にお問い合わせください。
○保健所（中核市所管）

問合せ先
豊橋市保健所 0532-39-9111
豊田市保健所 0565-34-6723
岡崎市保健所 0564-23-6179

別表４

○保健所（愛知県所管）
名称 管轄担当区域

一宮保健所 一宮市、稲沢市
（稲沢市）

瀬戸保健所 瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、愛知郡

（豊明市、日進市、東郷町）
春日井保健所 春日井市、小牧市

（小牧市）
江南保健所 犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡
清須保健所 清須市、北名古屋市、西春日井郡
津島保健所 津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡

新城市、北設楽郡

半田保健所 半田市、知多郡
（南知多町、美浜町）

知多保健所 常滑市、東海市、大府市、知多市
衣浦東部保健所 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市、みよし市

豊川保健所 豊川市、蒲郡市、田原市
（蒲郡市）
（田原市）

○保健所（名古屋市所管）

（安城市、知立市）
（みよし市）

西尾保健所 西尾市、額田郡
新城保健所

緑保健センター

名称 名称
千種保健センター 中川保健センター
東保健センター
北保健センター 港保健センター

昭和保健センター
瑞穂保健センター 名東保健センター
熱田保健センター

名称

西保健センター 南保健センター
守山保健センター

中村保健センター
中保健センター



別表５ 別表６

○救急医療情報センター（地域別電話番号） ○市町村保健センター

名称 問合せ先 管轄区域 名称 問合せ先 管轄区域 名称 問合せ先 名称 問合せ先 名称 問合せ先

一宮市中保健センター 0586-72-1121 豊山町保健センター 0568-28-3150
高浜市いきいき広場
保健センター

0566-52-9871

一宮市西保健センター 0586-63-4833 津島市総合保健福祉センター 0567-23-1551 安城市保健センター 0566-76-1133

一宮市北保健センター 0586-86-1611 愛西市佐屋保健センター 0567-28-5833 知立市保健センター 0566-82-8211

稲沢市保健センター 0587-21-2300 愛西市佐織保健センター 0567-28-5833 みよし市保健センター 0561-34-5311

稲沢市保健センター
祖父江支所

0587-97-7000 弥富市保健センター 0567-65-1111 西尾市保健センター 0563-57-0661

瀬戸市福祉保健センター 0561-85-5511 あま市七宝保健センター 052-441-5665 西尾市吉良保健センター 0563-32-3001

尾張旭市保健福祉センター 0561-55-6800 あま市美和保健センター 052-443-3838 幸田町保健センター 0564-62-8158

長久手市保健センター 0561-63-3300 あま市甚目寺保健センター 052-443-0005 新城市新城保健センター 0536-23-8551

豊明市保健センター 0562-93-1611
大治町保健センター

健康館すこやかおおはる
052-444-2714 新城市鳳来保健センター 0536-32-2811

日進市保健センター 0561-72-0770 蟹江町保健センター 0567-96-5711 新城市作手保健センター 0536-37-2839

東郷町イーストプラザいこまい館 0561-37-5813 飛島村保健センター 0567-52-1001 したら保健福祉センター 0536-62-0901

春日井市保健センター 0568-91-3755 半田市保健センター 0569-84-0646 つぐ保健福祉センター 0536-83-2665

小牧市保健センター 0568-75-6471 阿久比町保健センター 0569-48-1111 豊根村保健福祉センター 0536-85-5055

犬山市保健センター 0568-61-1176 東浦町保健センター 0562-83-9677 豊川市保健センター 0533-89-0610

犬山市市民健康館(さら・さくら） 0568-63-3800 武豊町保健センター 0569-72-2500 豊川市音羽保健センター 0533-88-7723

江南市保健センター 0587-56-4111 南知多町保健センター 0569-65-0711 豊川市御津保健センター 0533-77-1500

岩倉市保健センター 0587-37-3511 美浜町保健センター 0569-82-1111 蒲郡市保健センター 0533-67-1151

大口町保健センター 0587-94-0051 常滑市保健センター 0569-34-7000 田原市田原福祉センター 0531-23-3515

扶桑町保健センター 0587-93-8300
東海市しあわせ村
保健福祉センター

052-689-1600 田原市赤羽根福祉センター 0531-45-3499

清須市西枇杷島
保健センター

052-400-2911 大府市健康推進課 0562-47-8000 田原市渥美福祉センター 0531-33-0386

清須市清洲保健センター 052-400-2911 知多市保健センター 0562-33-0050

清須市新川保健センター 052-400-2911 碧南市保健センター 0566-48-3751

清須市春日保健センター 052-400-2911 刈谷市保健センター 0566-23-8877

北名古屋市保健センター 0568-23-4000

新城市

設楽 0536-62-1133 設楽町、東栄町、豊根村

瀬戸 0561-82-1133
瀬戸市、尾張旭市、日進
市、みよし市、長久手市、
東郷町

半田

刈谷 0566-36-1133
碧南市、刈谷市、安城市、
知立市、高浜市

豊田 0565-34-1133 豊田市

西尾市

尾張横須賀 0562-33-1133
東海市（上野局を除く）、
大府市、知多市、豊明市、
東浦町

0586-72-1133
一宮市、江南市、稲沢市、
岩倉市、大口町、扶桑町

名古屋 052-263-1133
名古屋市、東海市（上野局
のみ）、清須市、あま市、
大治町

豊橋 0532-63-1133 豊橋市、豊川市、蒲郡市

半田市、常滑市、阿久比
町、南知多町、美浜町、武
豊町

0563-54-1133

春日井 0568-81-1133

0536-22-1133

0531-23-1133

岡崎 0564-21-1133 岡崎市、幸田町

一宮

津島 0567-26-1133

西尾

新城

春日井市、犬山市、小牧
市、北名古屋市、豊山町

津島市、愛西市、弥富市、
蟹江町、飛島村

 ※　すべて名古屋市にある救急医療センターにつながります。

田原市田原

0569-28-1133



別表７ 別表８

○県福祉相談センター（地域福祉課）

問合せ先 管轄区域 名　　称 問合せ先 管轄区域

052-961-7250
瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、清
須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡、
西春日井郡

0567-25-8118
津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部
郡

0569-22-3939
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多
市、知多郡

海部福祉相談センター
（地域福祉課）

0567-24-2111 津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡

0564-27-2779 岡崎市、西尾市、額田郡
知多福祉相談センター
（地域福祉課）

0569-31-0121
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、
知多郡

0565-33-2211 豊田市、みよし市
西三河福祉相談センター

（地域福祉課）
0564-23-1211

岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、
知立市、高浜市、額田郡

0536-23-7366 新城市、北設楽郡
豊田加茂福祉相談センター

（地域福祉課）
0565-33-0294 豊田市、みよし市

0532-54-6465 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市
新城設楽福祉相談センター

（地域福祉課）
0536-23-8051 新城市、北設楽郡

0586-45-1558
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉
市、丹羽郡

東三河福祉相談センター
（地域福祉課）

0532-54-5111 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市

0568-88-7501 春日井市、小牧市

0566-22-7111
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜
市

中央児童相談所 052-757-6111
千種区、東区、北区、中区、昭和区、守
山区、名東区

西部児童相談所 052-365-3231 西区、中村区、熱田区、中川区、港区

東部児童相談所 052-899-4630 瑞穂区、南区、緑区、天白区

名
古
屋
市

一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南
市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊
明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手
市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡

尾張福祉相談センター
（地域福祉課）

052-961-7211

一 宮

新 城 設 楽

東 三 河

春 日 井

刈 谷

豊 田 加 茂

○児童（・障害者）相談センター

名　　称

中 央

海 部

知 多

西 三 河



別表９

○児童・障害者相談センター（障害者相談）

問合せ先 管轄区域

海　　　部 0567-25-8118 津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡

知　　　多 0569-22-3939
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、
知多郡

西　三　河 0564-27-2889
岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、
知立市、高浜市、額田郡

豊田加茂 0565-33-2211 豊田市、みよし市

東　三　河 0532-35-6150 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市

新城設楽 0536-23-7366 新城市、北設楽郡

名　　称

中　　　央 052-961-7253

一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南
市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊
明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手
市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡



別表１０ 別表１１

○税務署

名称 問合せ先 管轄区域 税務署名 郵便番号 所在地 電話番号 管轄区域

熱田 456-8711 名古屋市熱田区花表町7-17 052-881-1541 熱田区、南区、緑区、豊明市

一宮 491-8502 一宮市栄4-5-7 0586-72-4331 一宮市、稲沢市

岡崎 444-8552
岡崎市羽根町字北乾地50-1
岡崎合同庁舎

0564-58-6511 岡崎市、額田郡（幸田町）

尾張瀬戸 489-8520 瀬戸市熊野町76－1 0561-82-4111 瀬戸市、尾張旭市

刈谷 448-8523
刈谷市若松町1-46-1
刈谷合同庁舎

0566-21-6211
碧南市、刈谷市、安城市、知立市、
高浜市

小牧 485-8651 小牧市中央1-424 0568-72-2111
春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩
倉市、丹羽郡（大口町、扶桑町）

昭和 467-8510
名古屋市瑞穂区瑞穂町字西
藤塚1-4

052-881-8171
昭和区、瑞穂区、天白区、日進市、
長久手市、愛知郡（東郷町）

新城 441-1372 新城市字裏野1-1 0536-22-2141
新城市、北設楽郡（設楽町、東栄
町、豊根村）

千種 464-8555 名古屋市千種区振甫町3-32 052-721-4181 千種区、名東区

津島 496-8720 津島市良王町2-31-1 0567-26-2161
津島市、愛西市、弥富市、あま市、
海部郡（大治町、蟹江町、飛島村）

豊田 471-8521
豊田市常磐町1-105-3
豊田合同庁舎

0565-35-7777 豊田市、みよし市

豊橋 440-8504
豊橋市大国町111
豊橋地方合同庁舎

0532-52-6201 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市

中川 454-8511
名古屋市中川区尾頭橋1-7-
19

052-321-1511 中川区、港区

名古屋北 462-8543 名古屋市北区清水5-6-16 052-911-2471 北区、守山区

名古屋中 460-8522
名古屋市中区三の丸3-3-2
名古屋国税総合庁舎

052-962-3131 中区

名古屋中村 453-8686 名古屋市中村区太閤3-4-1 052-451-1441 中村区

名古屋西 451-8503 名古屋市西区押切2-7-21 052-521-8251
西区、清須市、北名古屋市、西春日
井郡（豊山町）

名古屋東 461-8621 名古屋市東区主税町3-18 052-931-2511 東区

西尾 445-8602 西尾市熊味町南十五夜41-1 0563-57-3111 西尾市

半田 475-8686 半田市宮路町50－5 0569-21-3141
半田市、常滑市、東海市、大府市、
知多市、知多郡（阿久比町、東浦
町、美浜町、南知多町、武豊町）

西三河県税事務所

(0564)27-□□□□
県民税・事業税2713
自動車税2712
不動産取得税2715

岡崎市、碧南市、
刈谷市、安城市、
西尾市、知立市、
高浜市、額田郡

豊田加茂県税事務所

(0565)32-□□□□
県民税・事業税7482
自動車税7483
不動産取得税7484

豊田市、みよし市

東三河県税事務所

(0532)35-□□□□
県民税・事業税6126、6127
自動車税6130
不動産取得税6128、6129

豊橋市、豊川市、
蒲郡市、新城市、
田原市、北設楽郡

※電話番号の□□□□部分に各担当の番号を入れておかけください。
※自動車取得税は、名古屋東部県税事務所で取り扱います。

一宮市、津島市、
稲沢市、愛西市、
弥富市、あま市、
海部郡

知多県税事務所

(0569)89-□□□□
県民税・事業税8174
自動車税8176
不動産取得税8175

半田市、常滑市、
東海市、大府市、
知多市、知多郡

西尾張県税事務所

(0586)45-□□□□
県民税・事業税3169
自動車税3170
不動産取得税3158

名古屋北部県税事務所

(052)531-□□□□
県民税・事業税6304
自動車税6305
不動産取得税6306

名古屋市北区・西区・
守山区、清須市、
北名古屋市、西春日井郡

(052)682-□□□□
県民税・事業税8923
自動車税8924
不動産取得税8925

名古屋市昭和区・
瑞穂区・熱田区・南区・
緑区・天白区、豊明市、
日進市、長久手市、
愛知郡

○県税事務所

名古屋東部県税事務所

(052)953-□□□□
県民税・事業税7816、7663
自動車税7847
不動産取得税7860
自動車取得税7865

名古屋市千種区・
東区・中区・名東区

瀬戸市、春日井市、
犬山市、江南市、
小牧市、尾張旭市、
岩倉市、丹羽郡

名古屋西部県税事務所

(052)362-□□□□
県民税・事業税3214
自動車税3215
不動産取得税3216

名古屋市中村区・
中川区・港区

名古屋南部県税事務所

東尾張県税事務所

(0568)81-□□□□
県民税・事業税3197
自動車税3139
不動産取得税3769


