愛知県が所管する社会福祉法⼈の⼀覧（令和元年12⽉末現在）
電話番号

所管課室

1 社会福祉法人 愛育福祉会

法人名称

シャカイフクシホウジンアイイクフクシカイ

愛知県海部郡蟹江町本町八丁目35番地1

0567-96-3123

子育て支援課

2 社会福祉法人 愛恵協会

シャカイフクシホウジンアイケイキョウカイ

愛知県岡崎市舞木町字小井沢４―１

0564-48-2055

障害福祉課

3 社会福祉法人 愛光園

シャカイフクシホウジンアイコウエン

愛知県知多郡東浦町大字緒川字東米田３３番３

0562-83-9835

障害福祉課

4 社会福祉法人 愛燦会

シャカイフクシホウジンアイサンカイ

愛知県津島市江⻄町１丁目３番１

0567-24-1104

高齢福祉課

5 社会福祉法人 愛生館

シャカイフクシホウジンアイセイカン

愛知県碧南市鷲林町4丁目109-1

0566-41-0865

高齢福祉課

6 社会福祉法人 愛生福祉会

シャカイフクシホウジンアイセイフクシカイ

愛知県名古屋市北区鳩岡町⼀丁目7番地20

052-916-3759

高齢福祉課

7 社会福祉法人 愛知県盲人福祉連合会

シャカイフクシホウジンアイチケンモウジンフクシレンゴウカイ

愛知県豊橋市東松山町３７

0532-53-5855

障害福祉課

8 社会福祉法人 愛知慈恵会

シャカイフクシホウジンアイチジケイカイ

愛知県⼀宮市萩原町⻄御堂字⾍祭１番地１

0586-69-4811

高齢福祉課

9 社会福祉法人 あいち清光会

シャカイフクシホウジンアイチセイコウカイ

愛知県小牧市大山字岩次２０８番地３

0568-47-1181

障害福祉課

シャカイフクシホウジンアカネカイ

愛知県豊田市⻄中山町才ヶ洞10-5

0565-75-1255

高齢福祉課

10 社会福祉法人 あかね会

法人名称フリガナ

所在地

11 社会福祉法人 阿久比町社会福祉協議会

シャカイフクシホウジンアグイチョウシャカイフクシキョウギカイ

愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字丸の内85番地

0569-48-1111

地域福祉課

12 社会福祉法人 あぐりす実の会

シャカイフクシホウジンアグリスミノリノカイ

愛知県知多郡南知多町大字内海字奥鈴ケ⾕70-5

0569-62-0117

高齢福祉課

13 社会福祉法人 旭会

シャカイフクシホウジンアサヒカイ

愛知県尾張旭市旭ヶ丘町濁池1155番地18

0561-51-5222

高齢福祉課

14 社会福祉法人 あじさいの会

シャカイフクシホウジンアジサイノカイ

愛知県日進市三本木町廻間１１８－４

0561-74-1943

障害福祉課

15 社会福祉法人 アスクこども育成会

シャカイフクシホウジンアスクコドモイクセイカイ

愛知県名古屋市北区東味鋺３丁目１０１－１

0532-21-9161

子育て支援課

16 社会福祉法人 翌檜

シャカイフクシホウジンアスナロ

愛知県知多郡東浦町大字緒川字石名平25-120

0562-83-4627

障害福祉課

17 社会福祉法人 アメニティ

シャカイフクシホウジンアメニティ

愛知県半田市⻄大⽮知町４丁目１２０番地

0569-89-0662

障害福祉課

18 社会福祉法人 あゆみの会

シャカイフクシホウジンアユミノカイ

愛知県東海市養父町横枕22番地

0562-33-3295

障害福祉課

19 社会福祉法人 育萌会

シャカイフクシホウジンイクホウカイ

愛知県日進市折⼾町笠寺山62番地162

0561-56-0377

子育て支援課

20 社会福祉法人 ⼀雅会

シャカイフクシホウジンイチガカイ

愛知県刈⾕市築地町2丁目26番地5

0566-95-0230

子育て支援課

21 社会福祉法人 ⼀期⼀会福祉会

シャカイフクシホウジンイチゴイチエフクシカイ

愛知県岩倉市北島町⼆本木７番地

0587-66-2110

高齢福祉課

22 社会福祉法人 ⼀誠福祉会

シャカイフクシホウジンイッセイフクシカイ

愛知県豊橋市王ケ崎町字上原１番地１４５

0532-48-5111

高齢福祉課

23 社会福祉法人 岩崎学園

シャカイフクシホウジンイワサキガクエン

愛知県豊橋市岩崎町字利兵７１

0532-61-2062

障害福祉課

24 社会福祉法人 大口町社会福祉協議会

シャカイフクシホウジンオオグチチョウシャカイフクシキョウギカイ

愛知県丹⽻郡大口町伝右１丁目35番地

0587-94-0060

地域福祉課

25 社会福祉法人 おおぐち福祉会

シャカイフクシホウジンオオグチフクシカイ

愛知県丹⽻郡大口町下小口７丁目２１

0587-94-2666

障害福祉課

26 社会福祉法人 大治町社会福祉協議会

シャカイフクシホウジンオオハルチョウシャカイフクシキョウギカイ

愛知県海部郡大治町砂子字⻄河原１８番地

052-442-0990

27 社会福祉法人 大治東福祉会

シャカイフクシホウジンオオハルヒガシフクシカイ

愛知県海部郡大治町海部郡大治町大字北間島字屋敷94番地 052-441-3114

子育て支援課

28 社会福祉法人 大治南福祉会

シャカイフクシホウジンオオハルミナミフクシカイ

愛知県海部郡大治町大字砂子字中割２８番地

052-432-0781

子育て支援課

29 社会福祉法人 おかざき福祉会

シャカイフクシホウジンオカザキフクシカイ

愛知県岡崎市秦梨町字平畑16番地1

0564-47-3335

高齢福祉課

30 社会福祉法人 尾張健友福祉会

シャカイフクシホウジンオワリケンユウフクシカイ

愛知県⼀宮市千秋町小山字山王21-1

0586-81-1800

高齢福祉課
高齢福祉課

地域福祉課

31 社会福祉法人 恩賜財団愛知県同胞援護会

シャカイフクシホウジンオンシザイダンアイチケンドウホウエンゴカイ 愛知県春日井市廻間町字神屋洞703番地1

0568-88-8302

32 社会福祉法人 嘉祥福祉会

シャカイフクシホウジンカショウフクシカイ

愛知県津島市唐臼町半池72番地6

0567-32-2631

高齢福祉課

33 社会福祉法人 かなえ福祉会

シャカイフクシホウジンカナエフクシカイ

愛知県名古屋市千種区京命１丁目１１番１３号

052-773-7955

高齢福祉課

34 社会福祉法人 蟹江町社会福祉協議会

シャカイフクシホウジンカニエチョウシャカイフクシキョウギカイ

愛知県海部郡蟹江町大字⻄之森字海山326番地3

0567-96-2940

地域福祉課

35 社会福祉法人 蟹江福祉会

シャカイフクシホウジンカニエフクシカイ

愛知県海部郡蟹江町今伊勢苗代８－１

0567-95-1601

障害福祉課

36 社会福祉法人 カリヨン福祉会

シャカイフクシホウジンカリヨンフクシカイ

愛知県海部郡蟹江町大字今字伊勢苗代１番地１

0567-95-8830

高齢福祉課

37 社会福祉法人 ⻲泉会

シャカイフクシホウジンキセンカイ

愛知県稲沢市平和町観音堂東海塚33番地

0567-46-1175

高齢福祉課

38 社会福祉法人 貴徳会

シャカイフクシホウジンキトクカイ

愛知県海部郡大治町大字中島字中田103

052-445-7300

高齢福祉課

39 社会福祉法人 樹の⾥

シャカイフクシホウジンキノサト

愛知県瀬⼾市紺屋田町９３番１０６

0561-89-7211

高齢福祉課

40 社会福祉法人 きまもり会

シャカイフクシホウジンキマモリカイ

愛知県日進市蟹甲町中島18番地

0561-75-5506

障害福祉課
子育て支援課

41 社会福祉法人 久昌会

シャカイフクシホウジンキュウショウカイ

愛知県豊川市⾦屋本町２丁目５４番地１

0533-84-3599

42 社会福祉法人 くすの木福祉事業会

シャカイフクシホウジンクスノキフクシジギョウカイ

愛知県蒲郡市大塚町後広畑８５番地１

0533-59-7221

障害福祉課

43 社会福祉法人 雲⾕苑

シャカイフクシホウジンクモタニエン

愛知県知多郡阿久比町椋岡字⻑光寺２５

0569-48-0504

子育て支援課

44 社会福祉法人 薫風会

シャカイフクシホウジンクンプウカイ

愛知県稲沢市六⾓堂東町⼀丁目3番地6

0587-23-7700

高齢福祉課

45 社会福祉法人 敬愛会

シャカイフクシホウジンケイアイカイ

愛知県尾張旭市平子町⻑池上６４４７-１

0561-53-9507

高齢福祉課

46 社会福祉法人 恵泉会

シャカイフクシホウジンケイセンカイ

愛知県春日井市熊野町3150番地

0568-81-4534

障害福祉課

47 社会福祉法人 元気寿会

シャカイフクジホウジンゲンキコトブキカイ

愛知県⼀宮市島村字六反田60

0586-78-1010

高齢福祉課

48 社会福祉法人 光輝会

シャカイフクシホウジンコウキカイ

愛知県豊川市光輝町⼆丁目３３番地

0533-86-2631

児童家庭課

49 社会福祉法人 幸寿会

シャカイフクシホウジンコウジュカイ

愛知県名古屋市東区東桜⼆丁目22番2号

052-939-3303

福祉総務課監査指導室

50 社会福祉法人 幸田町社会福祉協議会

シャカイフクシホウジンコウタチョウシャカイフクシキョウギカイ

愛知県額田郡幸田町菱池字錦田82-4

0564-62-7171

地域福祉課

51 社会福祉法人 済聖会

シャカイフクシホウジンサイセカイ

愛知県名古屋市中村区名駅4丁目6番17号

052-551-0190

子育て支援課

52 社会福祉法人 さくら

シャカイフクシホウジンサクラ

愛知県豊橋市⻄幸町字古並273番1

0532-37-2400

障害福祉課

53 社会福祉法人 サン・ビジョン

シャカイフクシホウジンサン・ビジョン

愛知県名古屋市東区葵三丁目25番23号

052-856-3311

高齢福祉課

54 社会福祉法人 慈雲福祉会

シャカイフクシホウジンジウンフクシカイ

愛知県⼀宮市浅井町尾関字同者138番地

0586-51-7333

子育て支援課

55 社会福祉法人 紫水会

シャカイフクシホウジンシスイカイ

愛知県名古屋市北区名城三丁目２番１２号

052-919-7772

高齢福祉課

56 社会福祉法人 七宝福祉会

シャカイフクシホウジンシッポウフクシカイ

愛知県あま市七宝町伊福薬師16番地

052-442-1221

子育て支援課

1

電話番号

所管課室

57 社会福祉法人 篠島保育園

法人名称

シャカイフクシホウジンシノジマホイクエン

法人名称フリガナ

愛知県知多郡南知多町篠島照浜27

所在地

0569-67-2136

子育て支援課

58 社会福祉法人 十王会

シャカイフクシホウジンジュウオウカイ

愛知県岡崎市⽮作町字馬場4番地

0564-31-2354

福祉総務課監査指導室

59 社会福祉法人 寿幸会

シャカイフクシホウジンジュコウカイ

愛知県額田郡幸田町大字坂崎字七曲り1番地2

0564-62-7177

高齢福祉課

60 社会福祉法人 寿宝会

シャカイフクシホウジンジュホウカイ

愛知県豊川市御津町赤根山田12番地

0533-75-2800

高齢福祉課

61 社会福祉法人 順明会

シャカイフクシホウジンシュンメイカイ

愛知県豊川市萩町上近久８８番地

0533-88-6333

高齢福祉課

62 社会福祉法人 昭真会

シャカイフクシホウジンショウシンカイ

愛知県知多郡阿久比町大字宮津字宮本２6番地1

0569-48-8812

子育て支援課

63 社会福祉法人 昇人会

シャカイフクシホウジンショウジンカイ

愛知県名古屋市緑区滝ノ水四丁目１８１２

052-891-2600

福祉総務課監査指導室

64 社会福祉法人 昭徳会

シャカイフクシホウジンショウトクカイ

愛知県名古屋市昭和区駒方町４丁目１０番地

052-831-5171

障害福祉課

65 社会福祉法人 白百合福祉会

シャカイフクシホウジンシラユリフクシカイ

愛知県愛⻄市江⻄町街道⻄９５－４

0567-37-1301

子育て支援課

66 社会福祉法人 真誠樹会

シャカイフクシホウジンシンセイジュカイ

愛知県名古屋市中村区名駅南三丁目６番６号

052-589-3556

子育て支援課

67 社会福祉法人 瑞祥

シャカイフクシホウジンズイショウ

愛知県知多郡美浜町大字野間字新前田２１２番地の１

0569-87-3200

高齢福祉課

68 社会福祉法人 成祥福祉会

シャカイフクシホウジンセイショウフクシカイ

愛知県小牧市小木南⼆丁目88番

0568-73-2330

高齢福祉課

69 社会福祉法人 清心会

シャカイフクシホウジンセイシンカイ

愛知県豊田市保⾒ケ丘４丁目6-1

0565-48-2221

子育て支援課

70 社会福祉法人 成仁会

シャカイフクシホウジンセイジンカイ

愛知県知多郡東浦町緒川字猪伏釜110番地

0562-82-2226

高齢福祉課

71 社会福祉法人 清流会

シャカイフクシホウジンセイリュウカイ

愛知県岡崎市明大寺町字中道28番地2

0564-28-3188

高齢福祉課

72 社会福祉法人 千寿会

シャカイフクシホウジンセンジュカイ

愛知県⻑久⼿市岩作⾊⾦２１－１

0561-63-0010

高齢福祉課

73 社会福祉法人 双峰福祉会

シャカイフクシホウジンソウホウフクシカイ

愛知県愛知郡東郷町北山台３丁目３番地９

0561-39-2272

子育て支援課

74 社会福祉法人 そらかぜ

シャカイフクシホウジンソラカゼ

愛知県高浜市⻘木町八丁目１番地２０

0566-53-1050

子育て支援課

75 社会福祉法人 大樹会

シャカイフクシホウジンダイジュカイ

愛知県海部郡大治町大字中島字大門先141

052-445-6681

高齢福祉課

76 社会福祉法人 太陽

シャカイフクシホウジンタイヨウ

愛知県半田市⻄大⽮知町四丁目61番地１

0569-89-8731

子育て支援課

77 社会福祉法人 大和社会福祉事業振興会

シャカイフクシホウジンダイワシャカイフクシジギョウシンコウカイ

愛知県小牧市大字大山字岩次208-8

0568-78-1911

障害福祉課

78 社会福祉法人 武豊町社会福祉協議会

シャカイフクシホウジンタケトヨチョウシャカイフクシキョウギカイ

愛知県知多郡武豊町⻑尾山２番地

0569-73-3104

地域福祉課

79 社会福祉法人 ダブルエッチジェー

シャカイフクシホウジンダブルエッチジェー

愛知県半田市椎の木町⼀丁目８番の１

0569-20-7755

障害福祉課

80 社会福祉法人 たんぽぽ福祉会

シャカイフクシホウジンタンポポフクシカイ

愛知県⼀宮市千秋町加茂字海⼾22番

0586-75-3132

高齢福祉課

81 社会福祉法人 知多学園

シャカイフクシホウジンチタガクエン

愛知県常滑市末広町⼆丁目１番地

0569-36-7770

児童家庭課

82 社会福祉法人 中日会

シャカイフクシホウジンチュウニチカイ

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目８番１４号

052-973-0666

子育て支援課

83 社会福祉法人 中部盲導犬協会

シャカイフクシホウジンチュウブモウドウケンキョウカイ

愛知県名古屋市港区寛政町三丁目41番地1

052-661-3111

障害福祉課

84 社会福祉法人 ⻑寿会

シャカイフクシホウジンチョウジュカイ

愛知県碧南市油渕町３丁目５０番地

0566-48-7111

高齢福祉課

85 社会福祉法人 知⽴福祉会

シャカイフクシホウジンチリュウフクシカイ

愛知県知⽴市昭和2丁目4-3

0566-85-2525

高齢福祉課

86 社会福祉法人 貞徳会

シャカイフクシホウジンテイトクカイ

愛知県愛⻄市赤目町山之神３０番地１

0567-33-3077

高齢福祉課

87 社会福祉法人 藤蔭福祉会

シャカイフクシホウジントウインフクシカイ

愛知県瀬⼾市はぎの台1丁目29番地

0561-48-2346

子育て支援課
福祉総務課監査指導室

88 社会福祉法人 東海テレビ福祉文化事業団

シャカイフクシホウジントウカイテレビフクシブンカジギョウダン

愛知県名古屋市東区東桜1丁目14番27号

052-951-1284

89 社会福祉法人 東郷町社会福祉協議会

シャカイフクシホウジントウゴウチョウシャカイフクシキョウギカイ

愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字北山158-90

0561-37-5411

地域福祉課

90 社会福祉法人 東郷ひなた

シャカイフクシホウジントウゴウヒナタ

愛知県愛知郡東郷町大字和合字東蚊⾕94番1

0561-78-0050

障害福祉課

91 社会福祉法人 東郷福祉会

シャカイフクシホウジントウゴウフクシカイ

愛知県愛知郡東郷町大字春木字下鏡田446-1104

0561-38-1033

高齢福祉課

92 社会福祉法人 飛島福祉会

シャカイフクシホウジントビシマフクシカイ

愛知県海部郡飛島村元起３丁目２８

0567-52-1561

子育て支援課

93 社会福祉法人 飛島村社会福祉協議会

シャカイフクシホウジントビシマムラシャカイフクシキョウギカイ

愛知県海部郡飛島村竹之郷五丁目43番地

0567-52-4334

地域福祉課

94 社会福祉法人 とよた光の⾥

シャカイフクシホウジントヨタヒカリノサト

愛知県豊田市高町東山7番地44

0565-46-0234

障害福祉課

95 社会福祉法人 豊橋みなみ福祉会

シャカイフクシホウジントヨハシミナミフクシカイ

愛知県豊橋市植田町字池堀田68-1

0532-25-2411

子育て支援課

96 社会福祉法人 豊山町社会福祉協議会

シャカイフクシホウジントヨヤマチョウシャカイフクシキョウギカイ

愛知県⻄春日井郡豊山町豊場字諏訪270番地

0568-29-0002

地域福祉課

97 社会福祉法人 永美福祉会

シャカイフクシホウジンナガミフクシカイ

愛知県津島市唐臼町郷裏55番地

0567-32-2126

子育て支援課

98 社会福祉法人 名古屋文化福祉会

シャカイフクシホウジンナゴヤブンカフクシカイ

愛知県⻑久⼿市岩作琵琶ケ池５０－１

0561-62-4728

児童家庭課

99 社会福祉法人 南部保育園

シャカイフクシホウジンナンブホイクエン

愛知県知多郡阿久比町植大石坂３７

0569-48-6603

子育て支援課

100 社会福祉法人 ⻄春日井福祉会

シャカイフクシホウジンニシカスガイフクシカイ

愛知県清須市春日新町95番地

052-408-0515

高齢福祉課

101 社会福祉法人 日進福祉会

シャカイフクシホウジンニッシンフクシカイ

愛知県日進市浅田平子⼆丁目２０番地

052-806-2600

高齢福祉課

102 社会福祉法人 白寿苑

シャカイフクシホウジンハクジュエン

愛知県小牧市大字岩崎字山浦１４３２番地７０

0568-65-6700

高齢福祉課

103 社会福祉法人 博寿会

シャカイフクシホウジンハクジュカイ

愛知県海部郡飛島村大宝字八島113番1

0567-52-1800

高齢福祉課

104 社会福祉法人 東浦町社会福祉協議会

シャカイフクシホウジンヒガシウラチョウシャカイフクシキョウギカイ

愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路23-1

0562-84-3741

地域福祉課

105 社会福祉法人 聖会

シャカイフクシホウジンヒジリカイ

愛知県⼀宮市大和町於保字宮前70

0586-46-3637

高齢福祉課

106 社会福祉法人 陽だまりの家

シャカイフクシホウジンヒダマリノイエ

愛知県名古屋市名東区⼀社⼆丁目3番 名東⼀社ビル４階

052-734-7031

福祉総務課監査指導室

107 社会福祉法人 尾北しらゆり福祉会

シャカイフクシホウジンビホクシラユリフクシフクシカイ

愛知県岩倉市東町東市場屋敷２０１番地

0587-37-3882

障害福祉課

108 社会福祉法人 ひまわり福祉会

シャカイフクシホウジンヒマワリフクシカイ

愛知県尾張旭市上の山町間口2584番地2589番地2

0561-53-9500

障害福祉課

109 社会福祉法人 百陽会

シャカイフクシホウジンヒャクヨウカイ

愛知県岡崎市大平町字古渕２５番地

0564-25-0294

高齢福祉課

110 社会福祉法人 フィロス

シャカイフクシホウジンフィロス

愛知県名古屋市守山区大字吉根字太鼓ヶ根3231-29

052-238-9424

子育て支援課

111 社会福祉法人 福寿園

シャカイフクシホウジンフクジュエン

愛知県田原市六連町神ノ釜9-3

0531-27-0008

高齢福祉課

112 社会福祉法人 福寿会

シャカイフクシホウジンフクジュカイ

愛知県あま市新居屋辻畑22番地

052-449-6888

子育て支援課

113 社会福祉法人 扶桑町社会福祉協議会

シャカイフクシホウジンフソウチョウシャカイフクシキョウギカイ

愛知県丹⽻郡扶桑町大字斎藤字榎230

0587-93-4300

地域福祉課
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法人名称

法人名称フリガナ

所在地

電話番号

所管課室

0587-91-2311

障害福祉課

愛知県豊橋市下条東町字古城８８番地2

0532-88-5335

子育て支援課

愛知県豊橋市⻄赤沢町字深山95番地

0532-23-6011

高齢福祉課

愛知県豊田市浄水町南平１０１

0565-45-9966

福祉総務課監査指導室

愛知県知多郡南知多町豊丘字中平井１４

0569-65-2965

高齢福祉課

愛知県知多郡南知多町大字豊丘字中平井14番地

0569-65-1925

障害福祉課

シャカイフクシホウジンミナミチタチョウシャカイフクシキョウギカイ

愛知県知多郡南知多町豊浜字須佐ヶ丘１番地

0569-65-2687

地域福祉課

シャカイフクシホウジンミハマチョウシャカイフクシキョウギカイ

愛知県知多郡美浜町北方⼀丁目１番地

0569-83-2066

地域福祉課

122 社会福祉法人 みはま福祉会

シャカイフクシホウジンミハマフクシカイ

愛知県知多郡美浜町大字布土字和田80

0569-82-2260

障害福祉課

123 社会福祉法人 みらい

シャカイフクシホウジンミライ

愛知県名古屋市緑区姥子山２丁目１４０３

052-746-3551

福祉総務課監査指導室

124 社会福祉法人 むそう

シャカイフクシホウジンムソウ

愛知県半田市天王町１丁目40-5

0569-22-4072

障害福祉課

114 社会福祉法人 ふそう福祉会

シャカイフクシホウジンフソウフクシカイ

愛知県丹⽻郡扶桑町大字山那字番所下８３－６

115 社会福祉法人 宝光福祉会

シャカイフクシホウジンホウコウフクシカイ

116 社会福祉法人 豊生会

シャカイフクシホウジンホウセイカイ

117 社会福祉法人 正紀会

シャカイフクシホウジンマサキカイ

118 社会福祉法人 南知多

シャカイフクシホウジンミナミチタ

119 社会福祉法人 南知多すいせん福祉会

シャカイフクシホウジンミナミチタスイセンフクシカイ

120 社会福祉法人 南知多町社会福祉協議会
121 社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会

125 社会福祉法人 明峰福祉会

シャカイフクシホウジンメイホウフクシカイ

愛知県北設楽郡東栄町大字中設楽字松久保１番地３

0536-79-3534

高齢福祉課

126 社会福祉法人 やすらぎの郷

シャカイフクシホウジンヤスラギノサト

愛知県名古屋市北区⻄味鋺⼀丁目９０１番地の１５

052-901-5255

福祉総務課監査指導室

127 社会福祉法人 大和学園福祉会

シャカイフクシホウジンヤマトガクエンフクシカイ

愛知県名古屋市名東区望が丘２７７番地

052-778-8061

福祉総務課監査指導室

128 社会福祉法人 悠

シャカイフクシホウジンユウ

愛知県丹⽻郡扶桑町高雄字郷東３１２

0587-91-0080

高齢福祉課

129 社会福祉法人 養楽福祉会

シャカイフクシホウジンヨウラクフクシカイ

愛知県春日井市廻間町字神屋洞７０３番地１

0568-93-9080

障害福祉課

130 社会福祉法人 来光会

シャカイフクシホウジンライコウカイ

愛知県⼀宮市浅井町⿊岩字宮東29番地

0586-51-9150

高齢福祉課

131 社会福祉法人 ライト

シャカイフクシホウジンライト

愛知県岡崎市渡町字大棚１番地6

0564-83-5243

福祉総務課監査指導室

132 社会福祉法人 若竹荘

シャカイフクシホウジンワカタケソウ

愛知県豊川市大崎町下⾦居場55番地

0533-86-2533

児童家庭課

133 社会福祉法人 若葉保育園

シャカイフクシホウジンワカバホイクエン

愛知県愛知郡東郷町大字春木字屋敷3423-3

0561-39-0109

子育て支援課

134 社会福祉法人 和敬会

シャカイフクシホウジンワキョウカイ

愛知県新城市八束穂字天王1032番地の2

0536-22-0760

児童家庭課
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