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健康

健康管理
健康に関する相談は？
【問】最寄りの保健所 
■保健所(県所管) (相談専用番号)

一宮【一宮市､稲沢市】 ☎ 0586-72-0321 (72-1699)

Fax0586-24-9325 

稲沢保健分室【(稲沢市)】 ☎ 0587-21-2251 (23-1699)

Fax0587-24-1846 

瀬戸【瀬戸市､尾張旭市､豊明市､ 

日進市､長久手市､愛知郡】 

☎ 0561-82-2196 (21-1699)

Fax0561-82-9188 

豊明保健分室【(豊明市､日進市､

愛知郡)】 

☎ 0562-92-9133 (92-1699)

Fax0562-93-8947 

春日井【春日井市､小牧市】 ☎ 0568-31-2188 (34-1699)

Fax0568-34-3781 

小牧保健分室【(小牧市)】 ☎ 0568-77-3241 (77-0699)

Fax0568-77-3251 

江南【犬山市､江南市､岩倉市､ 

丹羽郡】 

☎ 0587-56-2157 (55-1699)

Fax0587-54-5422 

清須【清須市､北名古屋市､ 

西春日井郡】 

☎ 052-401-2100 (400-2499)

Fax052-401-2113 

津島【津島市､愛西市､弥富市､あま

市､海部郡】 

☎ 0567-26-4137 (24-6999)

Fax0567-28-6891 

半田【半田市､知多郡】 ☎ 0569-21-3341 (24-4699)

Fax0569-24-7142 

美浜駐在【(南知多町､美浜町)】 ☎ 0569-82-0078 (82-4699)

Fax0569-82-4878 

知多【常滑市､東海市､大府市､ 

知多市】 

☎ 0562-32-6211 (32-1699)

Fax0562-33-7299

衣浦東部【碧南市､刈谷市､安城市､

知立市､高浜市､みよし市】 

☎ 0566-21-4778 (22-1699)

Fax0566-25-1470 

安城保健分室【(安城市､知立市)】 ☎ 0566-75-7441 (76-1699)

Fax0566-77-2208 

みよし駐在【(みよし市)】 ☎ 0561-34-4811 (34-6499)

Fax0561-34-4813 

西尾【西尾市､額田郡】 ☎ 0563-56-5241 (54-1299)

Fax0563-54-6791 

新城【新城市､北設楽郡】 ☎ 0536-22-2203 (23-5999)

Fax0536-23-6358 

豊川【豊川市､蒲郡市､田原市】 ☎ 0533-86-3188 (85-9699)

Fax0533-89-6758 

蒲郡保健分室【(蒲郡市)】 ☎ 0533-69-3156 (68-0699)

Fax0533-69-0634 

田原保健分室【(田原市)】 ☎ 0531-22-1238 (22-0699)

Fax0531-22-6394 

10  くらしの相談窓口 

※電話番号の下 4桁が▯▯▯▯となっている施設については、 
ダイヤルイン方式を採用していますので、各担当の 4桁の
番号を入れておかけください。 
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■保健センター(名古屋市保健所所管)

千種保健センター ☎052-753-1951 中川保健センター ☎052-363-4455 

東保健センター ☎052-934-1205 富田分室 ☎052-303-5321 

北保健センター ☎052-917-6541 港保健センター ☎052-651-6471 

楠分室 ☎052-902-6501 南陽分室 ☎052-302-8161 

西保健センター ☎052-523-4601 南保健センター ☎052-614-2811 

山田分室 ☎052-504-2216 守山保健センター ☎052-796-4610 

中村保健センター ☎052-481-2216 志段味分室 ☎052-736-2023 

中保健センター ☎052-265-2253 緑保健センター ☎052-891-1411 

昭和保健センター ☎052-735-3950 徳重分室 ☎052-878-2227 

瑞穂保健センター ☎052-837-3241 名東保健センター ☎052-778-3104 

熱田保健センター ☎052-683-9670 天白保健センター ☎052-807-3900 

■保健所(中核市所管) 

豊橋市 ☎0532-39-9111 豊田市 ☎0565-34-6723

岡崎市 ☎0564-23-6179

生活習慣病の予防については？ 
【問】あいち健康プラザ､市町村役場､最寄りの保健所又は市町村
保健センター(名古屋市・豊橋市・豊田市・岡崎市除く) 
■市町村保健センター(名古屋市・豊橋市・豊田市・岡崎市除く) 

一宮市中保健センター ☎0586-72-1121 

一宮市西保健センター ☎0586-63-4833 

一宮市北保健センター ☎0586-86-1611 

稲沢市保健センター ☎0587-21-2300 

祖父江支所 ☎0587-97-7000 

瀬戸市福祉保健センター ☎0561-85-5511 

尾張旭市保健福祉センター ☎0561-55-6800 

長久手市保健センター ☎0561-63-3300 

豊明市保健センター ☎0562-93-1611 

日進市保健センター ☎0561-72-0770 

東郷町保健センター ☎0561-37-5813 

春日井市保健センター ☎0568-91-3755 

小牧市保健センター ☎0568-75-6471 

犬山市保健センター ☎0568-61-1176 

犬山市民健康館(さら・さくら) ☎0568-63-3800 

江南市保健センター ☎0587-56-4111 

岩倉市保健センター ☎0587-37-3511 

大口町保健センター ☎0587-94-0051 

扶桑町保健センター ☎0587-93-8300 

清須市西枇杷島保健センター ☎052-400-2911 

清須市清洲保健センター ☎052-400-2911 

清須市新川保健センター ☎052-400-2911 

清須市春日保健センター ☎052-400-2911 

北名古屋市保健センター ☎0568-23-4000 

豊山町保健センター ☎0568-28-3150 

津島市総合保健福祉センター ☎0567-23-1551 

愛西市佐屋保健センター ☎0567-28-5833 

愛西市佐織保健センター ☎0567-28-5833 

弥富市保健センター ☎0567-65-1111 

あま市七宝保健センター ☎052-441-5665 

あま市美和保健センター ☎052-443-3838 

あま市甚目寺保健センター ☎052-443-0005 

大治町保健センター健康館すこやかおおはる ☎052-444-2714 

蟹江町保健センター ☎0567-96-5711 

飛島村保健センター ☎0567-52-1001 

半田市保健センター ☎0569-84-0646 

阿久比町保健センター ☎0569-48-1111 

東浦町保健センター ☎0562-83-9677 

武豊町保健センター ☎0569-72-2500 

南知多町保健センター ☎0569-65-0711 

美浜町保健センター    ☎0569-82-1111 

常滑市保健センター ☎0569-34-7000 

東海市しあわせ村保健福祉センター ☎052-689-1600 

大府市保健センター ☎0562-47-8000 

知多市保健センター ☎0562-54-1300 

碧南市保健センター ☎0566-48-3751 

刈谷市保健センター ☎0566-23-8877 

高浜市保健センター ☎0566-52-9871 

安城市保健センター ☎0566-76-1133 

知立市保健センター ☎0566-82-8211 

みよし市保健センター ☎0561-34-5311 

西尾市保健センター ☎0563-57-0661 

西尾市吉良保健センター ☎0563-32-3001 

幸田町保健センター ☎0564-62-8158 

新城市新城保健センター ☎0536-23-8551 

新城市鳳来保健センター ☎0536-32-2811 

新城市作手保健センター ☎0536-37-2839 

したら保健福祉センター ☎0536-62-0901 

つぐ保健福祉センター ☎0536-83-2665 

豊根村保健福祉センター ☎0536-85-5055 

豊川市保健センター ☎0533-89-0610 

豊川市健康福祉センター ☎0533-92-1388 

豊川市音羽福祉保健センター ☎0533-88-7723 

豊川市御津福祉保健センター ☎0533-77-1500 

蒲郡市保健医療センター ☎0533-67-1151 

田原市田原福祉センター ☎0531-23-3811 

田原市赤羽根福祉センター ☎0531-45-3499 

田原市渥美福祉センター ☎0531-33-0386 

メンタルヘルス(自殺､うつ､ひきこもり､人間関係の悩み
など)に関する相談は？ 
■最寄りの保健所 【日時】月～金 9:00～16:30(12:00～13:00
除く) 

(年末年始､祝日除く) 
■県精神保健福祉センター 
●精神保健福祉相談☎052-962-5377 

【内容】精神疾患、薬物依存、社会復帰等に関する相
談 
面接相談(要予約) 
【予約受付】月～金 9:00～16:30(12:00～13:00 除く) 
(年末年始､祝日除く) 

●ギャンブル等依存症相談☎052-951-1722 
専用電話及び面接相談(要予約) 
【受付】月～金 9:00～16:30(12:00～13:00 除く) 
(年末年始､祝日除く) 

●アルコール相談☎052-951-5015 
専用電話及び面接相談(要予約) 
【受付】月～金 9:00～16:30(12:00～13:00 除く) 
(年末年始､祝日除く) 

●E メール相談 
  https://www.aichi-pref-email.jp/top.html 

【内容】メンタルヘルス､ひきこもりに関する相談 
●ひきこもり相談☎052-962-3088 

専用電話及び面接相談(要予約) 
【受付】月～金 9:00～16:30(12:00～13:00 除く) 
(年末年始､祝日除く) 

●自死遺族相談(予約制)☎052-962-5377 
電話及び面接相談(要予約) 
【受付】月～金 9:00～16:30(12:00～13:00 除く) 
(年末年始､祝日除く) 

■あいちこころほっとライン３６５☎052-951-2881 
【内容】人間関係の悩み､うつ､不安等の心の悩みにつ
いての相談  
【日時】毎日(365 日)9:00～16:30 

■(社福)愛知いのちの電話協会「名古屋いのちの電話」 
☎052-931-4343【日時】年中無休 24 時間  

■認定 NPO 法人ビフレンダーズあいち自殺防止センター 
☎052-870-9090【日時】金 20:00～23:00 
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肝臓の病気に関する相談は？ 
【問】県感染症対策局感染症対策課  

☎052-954-6626 
【各病院の肝疾患相談室】 
名古屋市立大学病院         ☎052-858-7138(直通) 
愛知医科大学病院         ☎0561-61-1878(直通) 
藤田医科大学病院             ☎0562-93-2279(直通) 
名古屋大学医学部附属病院(地域医療ｾﾝﾀｰ内) 

☎052-741-2111(代表) 
感染症に関する相談は？
【問】最寄りの保健所(名古屋市の保健所を除く)又は県感
染症対策局感染症対策課☎052-954-7466 
結核に関する相談は？
【問】最寄りの保健所(名古屋市の保健所を除く)又は県感
染症対策局感染症対策課☎052-954-6626 
予防接種のことは？
【問】市(区)町村役場(P38)又は県感染症対策局感染症対策
課☎052-954-7475 
不妊・不育に関する相談は？ 
【問】☎052-741-7830(なやみゼロ)(祝日､お盆､年末年始除
く) 
【電話相談】月 10:00～14:00､木 10：00～13：00、 

第 3 水 18:00～21:00 
【面接相談】 
■カウンセラー相談:毎月第 1・3月 14:30～15:30､ 

第 2・4 木 13:30～14:30(要予約)(祝日除く)、 
■医師相談:火 16:00～17:30(要予約)(祝日除く)  
【面接場所】名古屋大学医学部附属病院内 
特定不妊治療費の助成を受けるには？ 
【問】最寄りの保健所又は県保健医療局健康医務部健康対
策課☎052-954-6283 
人工授精による不妊治療費の助成を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場又は県保健医療局健康医務部健康対
策課☎052-954-6283 
薬物乱用(麻薬､覚醒剤､大麻､危険ドラッグ等)に関する相
談は？ 
【問】最寄りの保健所､県保健医療局生活衛生部医薬安全課 
☎052-954-6305 
又は県精神保健福祉センター☎052-962-5377
療養費の給付
B 型･C 型肝炎のｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ治療などの助成を受けるには？ 
【問】最寄りの保健所又は県感染症対策局感染症対策課☎
052-954-6626 
球脊髄性筋萎縮症などの指定難病の医療費助成を受ける
には？ 
【問】最寄りの保健所又は県保健医療局健康医務部健康対
策課☎052-954-6270 
※名古屋市在住の方は、お住まいの区の区役所福祉課、支
所区民福祉課（支所管内の方）又は名古屋市健康福祉局障
害福祉部障害企画課（052-972-2632）
原爆被爆者の医療などは？ 
【問】最寄りの保健所(名古屋市の保健所を除く)又は県保
健医療局健康医務部健康対策課☎052-954-6268 
医療機関
お子さんの急病などの場合は？
■医療機関にかかる前に～お子さんの急病のとき 
夜間に看護師資格のある相談員による救急電話相談を行
っています｡ 
【相談日時】毎日 19:00～翌朝 8:00 
【問】＃8000 番(短縮番号)又は☎052-962-9900 

■医療機関の診療を受ける場合 
まず､かかりつけの医師に御相談ください｡夜間・休日等
でかかりつけの医師の診療を受けることができない場合
は､各市町村の在宅当番医又は休日夜間診療所に御連絡
ください｡最寄りの医療機関は､愛知県救急医療情報セン
ターで御案内しています｡ 

詳しくは、

■救急医療情報センター(地域別電話番号) 
すべて名古屋市にある救急医療情報センターにつなが

ります｡ 

名古屋市､東海市(上野局のみ)､清須市､ 

あま市､大治町 

☎052-263-1133

豊橋市､豊川市､蒲郡市 ☎0532-63-1133

岡崎市､幸田町 ☎0564-21-1133

一宮市､江南市､稲沢市､岩倉市､大口町､ 

扶桑町 

☎0586-72-1133

瀬戸市､尾張旭市､日進市､みよし市､ 

長久手市､東郷町 

☎0561-82-1133

半田市､常滑市､阿久比町､南知多町､美浜町､

武豊町 

☎0569-28-1133

春日井市､犬山市､小牧市､北名古屋市､ 

豊山町 

☎0568-81-1133

津島市､愛西市､弥富市､蟹江町､飛島村 ☎0567-26-1133

碧南市､刈谷市､安城市､知立市､高浜市 ☎0566-36-1133

豊田市 ☎0565-34-1133

西尾市 ☎0563-54-1133

東海市(上野局を除く)､大府市､知多市､ 

豊明市､東浦町 

☎0562-33-1133

新城市 ☎0536-22-1133

設楽町､東栄町､豊根村 ☎0536-62-1133

田原市 ☎0531-23-1133

県立の医療施設は？
■がんセンター 〒464-8681 名古屋市千種区鹿子殿 1-1  
☎052-762-6111 Fax052-764-2963  

呼吸器内科･消化器内科･循環器内科･血液内科･乳腺内科･ 

薬物療法内科・内視鏡内科･緩和ケア内科･頭頸部外科･ 

呼吸器外科･消化器外科･脳神経外科･乳腺外科･整形外科･ 

形成外科・腫瘍精神科･皮膚科･泌尿器科･婦人科･眼科・ 

リハビリテーション科･放射線診断科･放射線治療科･ 

病理診断科･臨床検査科･麻酔科･歯科

■精神医療センター 〒464-0031 名古屋市千種区徳川山町
4-1-7 ☎052-763-1511 Fax052-763-2519  

精神科･児童精神科･内科･歯科

■あいち小児保健医療総合ｾﾝﾀｰ 〒474-8710 大府市森岡町
7-426 ☎0562-43-0500 Fax0562-43-0513  

小児科･呼吸器内科･循環器内科･腎臓内科･神経内科･ 

内分泌内科･周産期内科･新生児内科･心療内科･感染症内科･ 

小児外科･心臓血管外科･脳神経外科･整形外科･形成外科･ 

精神科･アレルギー科･リウマチ科･皮膚科･泌尿器科･産科･ 

眼科･耳鼻咽喉科･リハビリテーション科･放射線科･ 

臨床検査科･救急科･麻酔科･小児歯科･矯正歯科･歯科口腔外科

■県医療療育総合センター 〒480-0392 春日井市神屋町
713-8 ☎0568-88-0811 Fax0568-88-0839  

内科･循環器内科･小児循環器内科･神経内科･小児神経内科･ 

外科･脳神経外科･小児外科･整形外科･精神科･児童精神科･ 

心療精神科･小児科･皮膚科･泌尿器科･産婦人科･眼科･ 

耳鼻咽喉科･リハビリテーション科･放射線科･病理診断科･ 

臨床検査科･麻酔科･歯科･小児歯科 

・障害児者に対する医療の提供 

・重症心身障害児者や人口呼吸器管理の必要な方に対するショ

ートステイやレスパイトサービス

献血・ドナー登録
献血をするには？
【問】愛知県赤十字血液センター☎0561-84-1131 
骨髄バンクドナー登録に関する相談は？
【問】最寄りの保健所(名古屋市の保健所を除く)又は県保健医
療局生活衛生部医薬安全課☎052-954-6305 
臓器提供意思表示カードに関する相談は？
【問】(公社)日本臓器移植ネットワーク☎0120-78-1069 

あいち救急医療ガイド 
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住まいと環境 
住まい
県営住宅については？ 
■県営住宅の入居者募集 
●新設住宅募集(抽選)…募集のつど発表｡申込み:郵送｡ 
●既設空家定期募集(抽選)…1・5・9月募集予定｡ 

申込み:郵送｡ 
●既設空家常時募集(先着順)…一部の住宅において常時

募集｡ 
申込み:必要書類を添付し各区域を担当する住宅管理

事務所へ持参｡ 
■県営住宅テレホンサービス☎052-971-4118(ヨイイエ) 

【問】愛知県住宅供給公社賃貸住宅課☎052-954-1362
又は各住宅管理事務所 

■住宅管理事務所 

名古屋尾張住宅管理事務所  

【名古屋市､瀬戸市､春日井市､小牧市､

尾張旭市､豊明市､清須市､北名古屋市､

長久手市､愛知郡】 

☎ 052-973-1791

海部駐在 

【津島市､愛西市】 

☎ 0567-24-7330

一宮支所 

【一宮市､犬山市､江南市､稲沢市､岩倉市､

丹羽郡】 

☎ 0586-28-5411

知多支所 

【半田市､常滑市､東海市､大府市､知多市､

知多郡】 

☎ 0569-23-2716

三河住宅管理事務所 

【岡崎市､西尾市､額田郡】 

☎ 0564-23-1863

知立支所 

【碧南市､刈谷市､安城市､高浜市】 

☎ 0566-84-5677

豊田加茂支所 

【豊田市､みよし市】 

☎ 0565-34-2001

東三河支所 

【豊橋市､豊川市､蒲郡市､新城市､田原市､

北設楽郡】 

☎ 0532-53-5616

県住宅供給公社の賃貸住宅に入居又は分譲宅地を購入するに
は？ 

■既設空家募集(先着順)…一部の住宅を除き常時募集し､
申込みは必要書類を添付し各区域を担当する窓口へ持
参｡ 

【問】愛知県住宅供給公社賃貸住宅課（名古屋・尾張区域） 
☎052-954-1356 又は各住宅管理事務所・支所、海部駐

在 
■分譲宅地の購入 
【問】愛知県住宅供給公社総務企画課経営企画室 
☎052-954-1331 

耐震診断､耐震改修については？ 
各市町村では､旧耐震基準建築の木造住宅(1981年5月31

日以前に着工)について無料で耐震診断を実施しています。
また、耐震診断の結果「倒壊する可能性がある」又は「倒
壊する可能性が高い」と判断された住宅を対象に耐震改修
費の一部を補助しています｡ 

また、市町村によっては､旧耐震基準建築の非木造住宅の
耐震診断・耐震改修費、多数の者が利用する建築物等の耐
震診断費、不特定多数の者が利用する大規模建築物等の耐
震改修費・防災上重要な建築物等の耐震診断・耐震改修費、
避難路沿道建築物の耐震改修費、耐震改修を 2回に分けて
行う住宅段階的耐震改修費、木造住宅耐震シェルタ―整備
費、戸建住宅除却費、ブロック塀等の除却費の一部を補助
しています。(※市町村により補助額等が異なります。) 
県では、避難路沿道建築物の耐震診断費の一部を補助して

います。 
【問】市町村役場耐震関係担当課 

県建築局公共建築部住宅計画課 ☎ 052-954-6549 
Fax052-961-8145

家具固定については？
愛知県防災安全局では、災害に備え、御家庭や事業所で

家具固定に取り組んでいただけるよう、家具固定に関する
相談窓口を設置しています。 
家具固定について疑問点などがございましたら、以下の

相談窓口へお問い合わせください。 
【問】家具固定相談窓口（県防災安全局防災部防災危機
管理課内）☎052-954-6700 Fax052-954-6911 

食の安全・安心
食品の安全に関する総合相談は？ 
【問】食の総合相談窓口☎052-951-4149(聞こう愛知の良い
食)【相談日時】月～金(祝日､年末年始除く)8:45～17:30 

異物の混入などの食品に関する相談は？ 
【問】最寄りの保健所又は県保健医療局生活衛生部生活衛
生課☎052-954-6297 

生活環境
公害に関する苦情・紛争は？ 
【問】市町村役場環境保全担当課 
県環境局環境政策部環境政策課  ☎052-954-6209 

環境政策部水大気環境課 ☎052-954-6221 
資源循環推進課     ☎052-954-6231 

家庭ごみ(一般廃棄物)に関する相談は？ 
【問】市(区)町村役場ごみ担当課 
環境学習の情報を知るためには？ 
【問】あいち環境学習プラザ☎052-908-5150 Fax052-916
-0516 

交通・車両
自動車運転免許のことは？ 
■テレホン案内(自動音声) 

内容 運転免許試験場 
東三河運転免許

センター 

免許更新手続 ☎052-803-9090 ☎0533-85-8989 

期限切れ手続 ☎052-803-9080 - 

再交付手続 ☎052-803-9085 - 

受験手続 ☎052-803-9070 ☎0533-85-0089 

■運転免許試験場 ☎052-801-3211(受付時間 平日 8:45～
17:15)

相談の内容 電話番号 

更新･再交付･記載事項変更･国外運転免許

証の発給 

☎052-800-1351 

受験・期限切れ手続･外国免許証からの切替

え 

☎052-800-1352 

■運転免許課(受付時間 平日 8:45～17:15) 
高齢者講習、認知機能検査（臨時を含む。） ☎052-800-1353
運転免許試験場建替えに関すること ☎052-801-3220 

■東三河運転免許センター(受付時間 平日 8:45～17:15) 
☎0533-85-7181 
※国外運転免許証の手続は､運転免許試験場､東三河運転
免許センター又は中村警察署(☎052-452-0110)で行え
ます｡ 

【問】運転免許試験場､東三河運転免許センター又は最寄
りの警察署交通課 

交通事故による被害に関する相談は？ 
以下の県民相談窓口で交通事故相談を行っています。 

■県民相談窓口 

名 称 受付時間 電話番号 

愛知県県民相談・

情報センター 

月～金 9:00～17:15 ☎052-962-5100 

巡回相談（予約制） 

原則 第 2・4月 午後

場所：一宮市思いやり

会館 

☎052-962-5100

（前週の水曜日

までに要予約） 

西三河県民相談室 月～金 9:00～17:15 ☎0564-27-0800 

東三河県民相談室 月～金 9:00～17:15 ☎0532-52-7337 

建設事務所とは？
道路や河川を始めとした土木施設の整備や維持管理など､

管内のまちづくりに関わる様々な仕事を行っています｡ 
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■建設事務所 

尾張建設事務所(※1) 

【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､ 

西春日井郡】 

☎ 052-961-▯▯▯▯

Fax052-961-7863 

総務課 4407､用地課 4412､

維持管理課 4423､ 

道路整備課 4436､ 

河川整備課 4440､ 

都市施設整備課 1430､ 

建築課 1845 

一宮建設事務所 

【一宮市､犬山市､江南市､ 

稲沢市､岩倉市､丹羽郡】 

☎ 0586-72-▯▯▯▯

Fax0586-72-1972 

総務課 1411､用地課 1422､

維持管理課 1415､ 

道路整備課 1459､ 

河川整備課 1434､ 

都市施設整備課 1247

海部建設事務所 

【津島市､愛西市､弥富市､ 

あま市､海部郡】 

☎ 0567-24-▯▯▯▯

Fax0567-24-2147 

総務課 2141､用地課 2144､

維持管理課 2162､ 

排水機場管理課 2183､ 

道路整備課 2167､ 

河川整備課 2083､ 

都市施設整備課 2223 

日光川下流整備課

☎0567-28-7228 

知多建設事務所 

【半田市､常滑市､東海市､ 

大府市､知多市､知多郡】 

☎ 0569-21-▯▯▯▯

Fax0569-21-3232 

総務課 3231､用地課 3234､

維持管理課 9074､ 

道路整備課 3318､ 

河川港湾整備課 3420､ 

都市施設整備課 3314､ 

建築課 3316 

西三河建設事務所(※2) 

【岡崎市､額田郡】 

☎ 0564-27-▯▯▯▯

Fax0564-23-4619 

総務課 2743､用地課 2760､

維持管理課 2757､ 

道路整備課 2748､ 

河川港湾整備課 2751､ 

都市施設整備課 2755､ 

建築課 2734 

西三河建設事務所西尾支所 

【西尾市】 

☎ 0563-56-▯▯▯▯

Fax0563-56-0213 

管理課 0145､建設課 0148 

知立建設事務所 

【碧南市､刈谷市､安城市､ 

知立市､高浜市】 

☎ 0566-82-▯▯▯▯

Fax0566-82-3226 

総務課 3111､用地課 3116､

維持管理課 6463､ 

道路整備課 6452､ 

河川整備課 6491､ 

都市施設整備課 6494、 

鉄道立体課 6493  

豊田加茂建設事務所 

【豊田市(合併前の東加茂郡を 

除く)､みよし市】 

☎ 0565-35-▯▯▯▯

Fax0565-35-1648 

総務課 1311､用地課 9316､

維持管理課 9319､ 

道路整備課 9321､ 

河川整備課 9324 

豊田加茂建設事務所 

足助支所 

【豊田市(合併前の東加茂郡)】

☎ 0565-62-▯▯▯▯

Fax0565-62-1270 

管理課 0047､建設課 0092 

新城設楽建設事務所 ☎ 0536-23-▯▯▯▯

【新城市】 Fax0536-23-5119 

総務課 5111､用地課 5115､

維持管理課 8690､ 

道路整備課 8692､ 

河川整備課 8694 

新城設楽建設事務所 

設楽支所 

【北設楽郡】 

☎ 0536-62-▯▯▯▯

Fax0536-62-1170 

管理課 1311､建設課 0460 

東三河建設事務所(※3) 

【豊橋市､豊川市､蒲郡市､ 

田原市】 

☎ 0532-52-▯▯▯▯

Fax0532-52-1310 

総務課 1311､用地課 1325､

維持管理課 1331､ 

道路整備課 1382､ 

河川港湾整備課 1386､ 

都市施設整備課 1389､ 

建築課 1315 

※1…建築課は一宮建設事務所及び海部建設事務所の所管区域を含む 

※2…建築課は知立建設事務所及び豊田加茂建設事務所の所管区域を

含む 

※3…建築課は新城設楽建設事務所の所管区域を含む 

道路に関する相談は？
県が管理する道路の意見､陳情､照会などの相談や道路に

おける穴ぼこなどの不具合箇所についても御連絡くださ
い｡ 
【問】県建設事務所維持管理課道路管理担当 

尾張 ☎052-961-4427 知立 ☎0566-82-3228

一宮 ☎0586-72-1416 豊田加茂 ☎0565-35-1160

海部 ☎0567-24-2188 足助支所 ☎0565-62-2500

知多 ☎0569-21-3248 新城設楽 ☎0536-23-5128

西三河 ☎0564-23-3024 設楽支所 ☎0536-62-1315

西尾支所 ☎0563-56-0147 東三河 ☎0532-52-1333

※夜間休日は「愛知県道路緊急連絡センター」へ転送されま
す。 

道路標識についての意見は？ 
■県庁標識 BOX 係(県建設局道路維持課) Fax052-951-0861   
■最寄りの警察署交通課又は警察本部交通規制課 
■警察本部標識 BOX（メール受付：愛知県警察ホームペー

ジ内） 
信号機に関する意見は？ 
■最寄りの警察署交通課又は警察本部交通規制課 
■信号機 BOX(メール受付:愛知県警察ホームページ内） 
■みんなのシグナル（電話受付：☎052-954-4976） 

地域安全
警察への相談は？ 
【問】最寄りの警察署又は県警察本部住民サービス課 
住民コーナー＃9110(短縮ダイヤル｡ダイヤル回線及び一部
の IP 電話からはつながりません｡)又は☎052-953-9110 
【相談日時】月～金(祝日・年末年始除く)9:00～17:00 
警察への御意見・御要望・苦情 
【問】最寄りの警察署又は県警察本部住民サービス課 
住民コーナー☎052-953-9110 Fax052-951-0507 

 【受付日時】月～金(祝日・年末年始除く)9:00～17:00 
犯罪被害相談窓口は？ 
■県の総合案内窓口 県民相談・情報センター、西三河及
び東三河県民相談室(P34) 

■ハートフルステーション・あいち(性犯罪被害者のための
ワンストップ支援センター)☎0570-064-810(マモルヨ
ハート)※愛知県内からのみ通話可能 
【相談日時】月～土(祝日・年末年始除く)9:00～20:00 

■性犯罪被害 110 番(性犯罪被害相談)  
☎0120-67-7830（県内からのみ通話可能）又は＃8103(ハ
ートさん)(短縮ダイヤル) 
【相談日時】24時間 

■ふれあいコール(列車内の痴漢被害相談) 
☎052-561-0184(チカンハイヤヨ) 
【相談日時】24時間 
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■被害少年相談電話(少年の犯罪・いじめ・虐待等の被害に関
する少年又は保護者からの相談)☎0120-7867-70(ナヤムナ
ナヤミゼロ) 
【相談日時】月～金(祝日・年末年始除く)9:00～17:00 

■ハートフルライン(犯罪被害者のためのこころの悩み相
談)☎052-954-8897(ハヤクナクソウココロノキズ) 

【相談日時】月～金(祝日・年末年始除く)9:00～17:00 
■(公社)被害者サポートセンターあいち(犯罪被害等に関
する相談)☎052-232-7830(ナヤミゼロ) 又は 
ナビダイヤル 0570-783-554 (ナヤミはココヨ) 
※(公社)被害者サポートセンターあいち開設時間外は、
犯罪被害者等電話サポートセンターにつながります。 

【相談日時】月～金(祝日・年末年始除く)10:00～16:00
ナビダイヤル 7:30～22:00(12/29～1/3 を
除く)

ストーカーで困ったときは？ 
不安を覚えたら､迷わず御相談ください｡ 

【問】最寄りの警察署生活安全課又は県警察本部人身安全
対策課ストーカー110 番☎052-961-0888 

■警察本部・各警察署一覧 

警察本部 ☎052-951-1611 犬山 ☎0568-61-0110 

千種 ☎052-753-0110 一宮 ☎0586-24-0110 

東 ☎052-936-0110 稲沢 ☎0587-32-0110 

北 ☎052-981-0110 津島 ☎0567-24-0110 

西 ☎052-531-0110 蟹江 ☎0567-95-0110 

中村 ☎052-452-0110 半田 ☎0569-21-0110 

中 ☎052-241-0110 東海 ☎0562-33-0110 

昭和 ☎052-852-0110 知多 ☎0562-36-0110 

瑞穂 ☎052-842-0110 常滑 ☎0569-35-0110 

熱田 ☎052-671-0110 中部空港 ☎0569-38-0110 

中川 ☎052-354-0110 刈谷 ☎0566-22-0110 

南 ☎052-822-0110 碧南 ☎0566-46-0110 

港 ☎052-661-0110 安城 ☎0566-76-0110 

緑 ☎052-621-0110 西尾 ☎0563-57-0110 

名東 ☎052-778-0110 岡崎 ☎0564-58-0110 

天白 ☎052-802-0110 豊田 ☎0565-35-0110 

守山 ☎052-798-0110 足助 ☎0565-62-0110 

愛知 ☎0561-39-0110 設楽 ☎0536-62-0110 

瀬戸 ☎0561-82-0110 新城 ☎0536-22-0110 

春日井 ☎0568-56-0110 豊川 ☎0533-89-0110 

小牧 ☎0568-72-0110 蒲郡 ☎0533-68-0110 

西批杷島 ☎052-501-0110 豊橋 ☎0532-54-0110 

江南 ☎0587-56-0110 田原 ☎0531-23-0110 

暴力団でお困りの時は？ 
■県警察本部暴力団に関する相談☎052-951-7700 

又は最寄りの警察署刑事課 【相談日時】24 時間 
■企業たかり屋遮断ファックス 110 番 Fax052-954-8844 

企業が暴力団等から不当要求等を受けた場合の通報先 
【相談受付時間】月～金(祝日・年末年始除く)9:00～17:00 

■(公財)暴力追放愛知県民会議☎052-883-3110 
【相談受付時間】月～金(祝日・年末年始除く)9:00～16:00 
弁護士による無料相談を受け付けています｡詳しくは電

話でお問い合わせください。 
 覚醒剤・麻薬等に関する情報・相談は？ 
【問】最寄りの警察署刑事課又は県警察本部薬物銃器対策課

☎052-951-1611 【相談日時】月～金(祝日除く)9:00～17:00 
拳銃についての情報・相談は？ 
【問】最寄りの警察署刑事課又は県警察本部薬物銃器対策課 

拳銃ホットライン☎052-954-8874（ハッポウナシ） 
【相談日時】月～金(祝日除く)9:00～17:00 

海外渡航・国際交流
旅券(パスポート)申請の手続は？

愛知県旅券センター、西三河旅券コーナー及び豊田加茂
旅券コーナーで手続を行っています｡必要書類等について
は直接お問い合わせください｡「旅券(パスポート)申請のご
あんない」を市区町村役場で配布しています｡(P35、38) 

【問】愛知県旅券センター☎052-563-0236 
※2020 年 4 月現在､一部の市町村に旅券窓口が開設されて
います｡下記市町村に住民登録をしている方は、それぞれの
市町村が指定する旅券窓口で手続してください｡ 
【旅券窓口の問合せ先】 

一宮市   一宮市役所 市民課 ☎0586-85-7005 

瀬戸市 瀬戸市役所 市民課 ☎0561-88-2590

半田市 

常滑市 

高浜市 

阿久比町

南知多町

武豊町

クラシティ 

パスポートセンター
☎0569-23-8500 

春日井市  春日井市役所 市民課 ☎0568-85-6142 

津島市   津島市役所 市民課 ☎0567-24-1112 

碧南市   碧南市役所 市民課 ☎0566-95-9881 

刈谷市 刈谷市役所 市民課 ☎0566-95-0006 

安城市 アンフォーレ証明・旅券窓口センター ☎0566-71-2266 

西尾市 西尾市役所 市民課 ☎0563-65-2195 

小牧市 小牧市役所 市民窓口課 ☎0568-76-1125 

東海市 

知多市
パスポートセンター(東海市・知多市) ☎0562-51-3334 

大府市   大府市役所 市民課 ☎0562-45-6265 

知立市   知立市役所 市民課 ☎0566-95-0124 

愛西市   愛西市役所 市民課 ☎0567-55-7112 

美浜町 美浜町役場 住民課 ☎0569-82-1111(代表)

幸田町   幸田町役場 住民課 ☎0564-63-5111 

豊橋市

東三河広域連合

旅券センター 

豊橋窓口 ☎0532-53-6680 

豊川市 豊川窓口 ☎0533-89-9191 

蒲郡市 蒲郡窓口 ☎0533-66-1110 

新城市 新城窓口 ☎0536-23-7628 

田原市 田原窓口 ☎0531-23-3511 

設楽町 設楽窓口 ☎0536-62-0519 

東栄町 東栄窓口 ☎0536-76-0503 

豊根村 豊根窓口 ☎0536-85-1313 

国際交流に関する情報は？ 
【問】(公財)愛知県国際交流協会(あいち国際プラザ) 
☎052-961-7903 

ペット
犬を飼うときは？ 

生後 91 日以上の犬は登録と狂犬病予防注射が必要です｡
また､原則として綱や鎖でつなぐか､さく等の囲いを設けて
飼うことが必要です｡ 
【問】市(区)町村役場(P38)､県動物愛護センター 
【名古屋市・各中核市の問合せ先】 

名古屋市 各区の保健センター (P25) 

豊橋市 豊橋市保健所 ☎0532-39-9127 

岡崎市 岡崎市動物総合センター ☎0564-27-0444 

豊田市 豊田市動物愛護センター ☎0565-42-2533 

野犬や迷い犬を見つけたときは？  
【問】県動物愛護センター 
【名古屋市・各中核市の問合せ先】 

名古屋市 各区の保健センター(休日は名古屋市動物愛護セ

ンター☎052-762-0380) 

豊橋市 豊橋市保健所 ☎0532-39-9127 

岡崎市 岡崎市動物総合センター ☎0564-27-0444 

豊田市 豊田市動物愛護センター ☎0565-42-2533 

特定動物(危険な動物)などを飼うときは？ 
ワニ､ライオン､サルなどの特定動物を飼うときは､知事

の許可が必要です｡ 
【問】県動物愛護センター 
【名古屋市・各中核市の問合せ先】 

名古屋市 名古屋市動物愛護センター ☎052-762-0380 

豊橋市 豊橋市保健所 ☎0532-39-9127 
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岡崎市 岡崎市動物総合センター ☎0564-27-0444 

豊田市 豊田市動物愛護センター ☎0565-42-2533 

動物愛護センターとは？ 
動物の飼養相談､犬の捕獲､犬・猫の譲渡事業のほか､動物

に対する理解を深めていただく催しなどを行っています｡ 
【問】県動物愛護センター 
■県動物愛護センター 

本所 ☎0565-58-2323   Fax0565-58-2330 

尾張支所 ☎0586-78-2595   Fax0586-78-8638 

知多支所 ☎0569-21-5567   Fax0569-24-7067 

東三河支所 ☎0532-33-3777   Fax0532-33-3779 

生活と権利  
子ども～青少年
子どもを預けるには？
■保育所…保護者が就労や疾病などにより家庭で保育する

ことのできないお子さんを預かります。 
■認定こども園…保護者の働いている状況に関わりなく、3
～5歳のどのお子さんも、教育・保育を一緒に受けます。 

 ※0～2歳のお子さんが通園する場合は、保育の必要性の
認定を受けることが必要です。 

■家庭的保育(保育ママ)…家庭的な雰囲気のもと、少人数
を対象にお子さんを預かります。 

■一時預かり…急な用事や社会参加など子育て家庭のニー
ズに合わせてお子さんを預かります。 

■病児保育…病気や病後のお子さんを、保護者が家庭で保
育できない場合に、病院・保育所などに付設されたスペ
ースで預かります。 

■ファミリー・サポート・センター…育児の援助を受けた
い人と援助を行いたい人が会員登録し､保育施設までの
送迎や子どもの預かり等の相互援助活動を行います｡ 

■放課後児童クラブ…就労等により保護者が昼間家庭にい
ない小学生を放課後や夏休み期間等に小学校の余裕教室
や児童館等で預かります。 

【問】住所地の市(区)町村役場(P38) 
子育て支援の情報を得るには？ 

イベント情報や施設・遊び場検索機能、いざというとき
の救急情報など、子育てに役立つ情報を掲載しています。 

詳しくは、

【問】県福祉局子育て支援課☎052-954-6315 
児童に関する各種手当を受けるには？ 
※各種手当には所得制限があります｡ 
■児童手当…中学校修了までの児童を養育している方に支
給｡ 
【問】市(区)町村役場(P38) 

■児童扶養手当・遺児手当…ひとり親家庭若しくは父又は
母に重度の障害がある家庭で 18 歳以下の児童を監護･養
育している方に支給｡ 
【問】市(区)町村役場(P38)､所管の県福祉相談センター
(地域福祉課)又は県福祉局児童家庭課☎052-954-6280 

■特別児童扶養手当…心身に一定の条件に該当する障害
がある児童を監護又は養育している方に支給｡ 
【問】市(区)町村役場(P38)､所管の県福祉相談センター
(地域福祉課)又は県福祉局福祉部障害福祉課☎052-954
-6291 Fax052-954-6920 
※名古屋市在住の方は､名古屋市(各区)役所にお尋ねくだ

さい｡ 
子どもの養育や心身の障害に関する相談は？ 
【問】児童(・障害者)相談センター､県福祉相談センター(地
域福祉課)､最寄りの保健所、市(区)町村役場(P38)､又は県
福祉局児童家庭課☎052-954-6281 
■児童・障害者相談センター 

中央 

【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､ 

☎ 052-961-7250

Fax052-950-2355

西春日井郡】 

海部 

【津島市､愛西市､弥富市､あま市､海部郡】

☎ 0567-25-8118

Fax0567-24-2229

知多 

【半田市､常滑市､東海市､大府市､知多市､ 

知多郡】 

☎ 0569-22-3939

Fax0569-22-3949

西三河 

【岡崎市､西尾市､額田郡】 

☎ 0564-27-2779

Fax0564-22-2902

豊田加茂 

【豊田市､みよし市】 

☎ 0565-33-2211

Fax0565-33-2212

新城設楽 

【新城市､北設楽郡】 

☎ 0536-23-7366

Fax0536-23-7367

東三河 

【豊橋市､豊川市､蒲郡市､田原市】 

☎ 0532-54-6465

Fax0532-54-6466

■児童相談センター 

一宮 

【一宮市､犬山市､江南市､稲沢市､岩倉市､ 

丹羽郡】 

☎ 0586-45-1558

Fax0586-45-1560

春日井 

【春日井市､小牧市】 

☎ 0568-88-7501

Fax0568-88-7502

刈谷 

【碧南市､刈谷市､安城市､知立市､高浜市】

☎ 0566-22-7111

Fax0566-22-7112

■名古屋市児童相談所 

中央 

【千種､東､北､中､昭和､守山､名東】 

☎ 052-757-6111

Fax052-757-6122

西部 

【西､中村､熱田､中川､港】 

☎ 052-365-3231

Fax052-365-3281

東部 

【瑞穂､南､緑､天白】 

☎ 052-899-4630

Fax052-896-4717

■県福祉相談センター 

尾張【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】 

☎052-961-7211

海部【津島市､愛西市､弥富市､あま市､ 

海部郡】

☎0567-24-2111

知多【半田市､常滑市､東海市､大府市､ 

知多市､知多郡】 

☎0569-31-0121

西三河【岡崎市､碧南市､刈谷市､安城市､ 

西尾市､知立市､高浜市､額田郡】 

☎0564-23-1211

豊田加茂【豊田市､みよし市】 ☎0565-33-0294

新城設楽【新城市､北設楽郡】  ☎0536-23-8051

東三河【豊橋市､豊川市､蒲郡市､田原市】 ☎0532-54-5111

子ども・青少年に関する電話相談は？ 
■児童虐待に気付いたら？ 

【問】市(区)町村役場(P38)､児童(・障害者)相談センタ
ー又は児童相談所虐待対応ダイヤル☎189 

■子ども・家庭 110 番☎052-953-4152 
【相談内容】子どもと子育てに関する相談 
【相談日時】月～金 9：00～17：00（土・日、祝日、年
末年始を除く） 

■「教育相談こころの電話」☎052-261-9671(クローナイ) 
【相談内容】青少年とその保護者からの悩みや不安の相談 
【相談日時】毎日(年末年始除く)10:00～22:00 

■ヤングテレホン☎052-764-1611 
E メール相談は愛知県警察ホームページから御利用くださ

い｡ 

詳しくは、 

【相談内容】少年の悩みごとや非行などに関する相談 
【相談日時】月～金（祝日・年末年始除く）9:00～17:00 

■被害少年相談電話☎0120-7867-70(ナヤムナナヤミゼロ) 

はぐみんネット 

愛知県警察 E メール相談 
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【相談内容】少年の犯罪・いじめ・虐待などの被害に関す
る相談 
【相談日時】月～金（祝日・年末年始除く）9:00～17:00 

■育児もしもしキャッチ☎0562-43-0555 
【相談内容】母と子の健康に関する相談 
【相談日時】火～土(祝日､年末年始除く)17:00～21:00 

■子ども SOS ほっとライン 24 全国統一ダイヤル   
☎0120-078310(なやみ言おう) 
【相談内容】児童生徒のいじめ等に関する相談 
【相談日時】毎日 24 時間 ※IP 電話の一部はつながり
ません。 

未熟児の養育医療の給付を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38)  
小児慢性特定疾病児の医療給付を受けるには？ 
【問】最寄りの保健所又は県保健医療局健康医務部健康対

策課☎052-954-6283 
子ども医療費の助成を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38)  

女性、母子・父子家庭
女性の悩みごと相談は？ 
■電話相談☎052-962-2527 

【相談日時】月～金9:00～21:00(土・日は16:00)(祝日、
年末年始及び一部月曜日を除く) 

■面接相談(予約制)☎052-962-2527 
【相談日時】火～日9:00～17:00(水は20:30)(月、祝日、
年末年始を除く) 

■弁護士による面接法律相談(予約制)☎052-962-2527 
【相談日時】月 14:00～16:00(祝日、年末年始及び一部
月曜日を除く) 

■弁護士によるＤＶ専門電話相談☎052-962-2528 
【相談日時】月 14:00～15:30(祝日、年末年始及び一部
月曜日を除く) 

【問】県女性相談センター☎052-962-2600 又は県福祉相談
センター(地域福祉課) 
女性の健康に関する相談は？ 
■女性の健康なんでも相談(電話相談) 県女性健康支援セ
ンター☎090-1412-1138 
【相談日時】月～土(祝日､お盆､年末年始除く)13:30～
16:30 
【相談担当者】助産師 

母子・父子家庭の相談は？ 
【問】市(区)町村役場(P38)又は県福祉相談センター(地域
福祉課) 

母子・父子家庭医療費の助成を受けるには？
【問】市(区)町村役場(P38) 
母子家庭の母・父子家庭の父などで技能を習得したい方
は？ 
【問】母子家庭等就業支援センター☎052-915-8824､県福祉
局児童家庭課☎052-954-6280､市(区)町村役場(P38)又は県
福祉相談センター(地域福祉課) 
母子家庭の母・父子家庭の父などの職業に関する相談は？ 
【問】母子家庭等就業支援センター☎052-915-8824､県福祉
局児童家庭課☎052-954-6280 市(区)町村役場(P38)又は県
福祉相談センター(地域福祉課) 
母子家庭の母又は父子家庭の父などが技能習得のため資金
の給付を受けるには？ 
※各種給付金には､所得制限があります｡ 
■自立支援教育訓練給付金 

県等が指定する講座を受講した場合に支給｡ 
■高等職業訓練促進給付金 

県等が指定する資格を取得するため修業した場合に支
給｡ 

【問】市(区)町村役場(P38)､県福祉相談センター(地域福祉
課)又は県福祉局児童家庭課 ☎052-954-6280 

高齢者
あいちシルバーカレッジに入学するには？ 
【問】(社福)愛知県社会福祉協議会福祉生きがいセンター 
☎052-212-5521 

シルバー人材センターとは？ 
庭木の手入れ､筆耕､大工仕事､屋外作業､集配､留守番､教

育指導等の臨時的かつ短期的または軽易な仕事を提供して
います｡これらの仕事を希望される高齢者の方は､あらかじ
め会員としてセンターに登録が必要です｡仕事の依頼も､お
気軽に御相談ください｡ 
【問】最寄りのシルバー人材センター又は(公社)愛知県シ
ルバー人材センター連合会☎052-961-9521 
高齢者に関する各種相談は？ 

介護､福祉､保健､医療や権利擁護などに関する相談を受
け付けています｡ 
【問】最寄りの地域包括支援センター又は市(区)町村役場
(P38) 
介護保険については？ 
【問】市(区)町村役場(P38)又は県福祉局高齢福祉課  
☎052-954-6288 

後期高齢者福祉医療費の助成を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38)  

障害者
手話での相談は？ 

聴覚障害のある方からの手話相談､Fax やメールでの相
談に応じています｡県庁内での手話通訳も行います｡ 
【問】あいち聴覚障害者センター☎052-228-6660 Fax052
-221-8663 ﾒｰﾙ aichi.deaf.center@flute.ocn.ne.jp、
又は県福祉局福祉部障害福祉課☎052-954-6697 Fax052
-954-6920 ﾒｰﾙ shogai@pref.aichi.lg.jp 

障害に関する相談は？ 
身体又は知的障害のある方に関する相談を受け付けてい

ます｡ 
【問】児童（・障害者）相談センター､県福祉相談センター
(地域福祉課)､市(区)町村役場(P38)又は県福祉局福祉部
障害福祉課☎052-954-6294 
発達障害に関する相談は？ 
【問】あいち発達障害者支援センター(県医療療育総合セン
ター内)☎0568-88-0849 (受付時間:10 時～12 時、13 時
～16 時) 

※名古屋市在住の方は､名古屋市発達障害者支援センター 
(☎052-757-6140)にお尋ねください｡ 
障害者差別に関する相談は？ 
【問】市(区)町村役場(P38)､県福祉相談センター､県精神保
健福祉センター☎052-962-5377 又は県福祉局福祉部障害
福祉課☎052-954-6294 の他、県の全ての相談窓口で対応。 
身体障害者補助犬に関する相談は？ 
【問】県福祉局福祉部障害福祉課☎052-954-6697 ※名古
屋市､豊橋市､岡崎市及び豊田市在住の方は､各市(区)役所
にお尋ねください｡ 
ヘルプマークを受け取るには？ 
【問】市(区)町村役場(P38)､最寄りの保健所又は県福祉局
福祉部障害福祉課☎052-954-6294
身体障害者手帳の交付を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38)､児童（・障害者）相談センタ
ー又は県福祉局福祉部障害福祉課☎052-954-6291 ※名
古屋市､豊橋市､岡崎市及び豊田市在住の方は､各市(区)役
所にお尋ねください｡ 
療育手帳(名古屋市は愛護手帳)の交付を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38)､児童（・障害者）相談センタ
ー又は県福祉局福祉部障害福祉課☎052-954-6291 ※名
古屋市在住の方は､名古屋市(各区)役所にお尋ねください。 
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38)､県精神保健福祉センター 
☎052-962-5377､県保健医療局健康医務部医務課こころ

の健康推進室 ☎052-954-6622 ※名古屋市在住の方は､各
区の保健センターにお尋ねください｡
身体障害児及び小児慢性特定疾病児童等の療育相談は？ 
【問】最寄りの保健所又は県保健医療局健康医務部健康対
策課 ☎052-954-6283 

在宅の重度障害者の方が手当を受けるには？ 
※各種手当には所得制限があります｡ 
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■特別障害者手当、障害児福祉手当､経過的福祉手当:精神
又は身体に著しい重度の障害があり､日常生活において
常時特別の介護を必要とする方に支給。 

■在宅重度障害者手当:県内に住所を有している在宅の重
度障害者(児)の方に､生活の一助となるよう支給｡※上記
手当を受けている方を除く｡ 

【問】市(区)町村役場(P38)､県福祉相談センター(地域福祉
課)又は県福祉局福祉部障害福祉課☎052-954-6291 
障害者医療費の助成を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38) 
介護給付・訓練等給付など障害福祉サービスを利用するに
は？ 
【問】市(区)町村役場(P38) 
身体障害児や身体障害者の方が自立支援医療(育成医療又
は更生医療)の給付を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38) 
視覚障害者の方のための施設については？
■活字の読めない視覚障害者の方に、点字と録音の図書を

提供しています。また、あん摩、針灸師等の免許を有す
る視覚障害者で、自営や雇用をされることが困難な方に
対し、必要な技術指導や相談を行っています。 

【問】明生会館点字図書館☎0532-52-2614、明生会館盲人
ホーム☎0532-54-4812 又は県福祉局福祉部障害福祉課 
☎052-954-6697 Fax052-954-6920 

聴覚障害者の方のための施設については？（難聴・中途失
聴者・盲ろう者含む）
■聴覚障害者の方のコミュニケーション手段を確保し、日

常生活の向上と社会参加の促進を図るため、手話通訳者
等の派遣や字幕・手話入りＤＶＤの貸出し、日常生活の
相談を行っています。 

【問】あいち聴覚障害者センター☎052-228-6660 
Fax052-221-8663 ﾒｰﾙ aichi.deaf.center@flute.ocn.n
e.jp、又は県福祉局福祉部障害福祉課☎052-954-6697  
Fax052-954-6920 ﾒｰﾙ shogai@pref.aichi.lg.jp 

精神障害者の方が自立支援医療(精神通院医療)の給付を受
けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38)､県精神保健福祉センター 
☎052-962-5377 又は県保健医療局健康医務部医務課ここ
ろの健康推進室☎052-954-6622 ※名古屋市在住の方は､
各区の保健センターにお尋ねください｡ 
精神障害者医療費の助成を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38) 
障害児・身体障害者・知的障害者のための施設については？ 
【問】市(区)町村役場(P38)､県福祉相談センター(地域福
祉課)､児童（・障害者）相談センター又は県福祉局福祉部
障害福祉課☎052-954-6317 
精神障害者のための施設については？ 
【問】市(区)町村役場(P38)､最寄りの保健所､県精神保健
福祉センター☎052-962-5377､県福祉局福祉部障害福祉課
☎052-954-6317 又は県保健医療局健康医務部医務課こころ
の健康推進室☎052-954-6622 
障害者虐待の通報・相談は？ 
【問】市(区)町村役場(P38)又は県福祉局福祉部障害福祉課 
☎052-954-6294 
難病患者などがホームヘルプサービス・ショートステイを
利用するには？ 
【問】市町村役場(P38) 
旧優生保護法一時金の支給を受けるには？
【問】旧優生保護法一時金受付・相談窓口 
（県保健医療局健康医務部医務課こころの健康推進室内） 
☎052-954-6009 Fax052-954-6920 
ﾒｰﾙ kokoro@pref.aichi.lg.jp 
【相談日時】月～金 9:00～17:00（12:00～13:00 除く） 
（年末年始・祝日除く） 

NPO・ボランティア、社会福祉活動
特定非営利活動法人(NPO 法人)のことは？ 
【問】県県民文化局県民生活部社会活動推進課(あいち NPO

交流プラザ) ☎052-961-8100 ※名古屋市所轄の NPO 法

人は名古屋市市民活動推進センター(☎052-228-8039)に
お尋ねください。  

福祉に関するボランティア活動のことは？ 
【問】(福祉)愛知県社会福祉協議会ボランティアセンター 
☎052-212-5504､市(区)町村社会福祉協議会ボランティア
センター 

■市(区)町村社会福祉協議会ボランティアセンター 

名古屋市 ☎052-911-3180 稲沢市 ☎0587-33-6400 

千種区 ☎052-763-1536 新城市 ☎0536-23-5618 

東区 ☎052-932-8204 東海市 ☎052-689-1605 

北区 ☎052-915-7435 大府市 ☎0562-48-1805 

西区 ☎052-532-9076 知多市 ☎0562-39-0800 

中村区 ☎052-486-2131 知立市 ☎0566-82-3339 

中区 ☎052-331-9951 尾張旭市 ☎0561-51-5535 

昭和区 ☎052-884-5511 高浜市 ☎0566-52-9882 

瑞穂区 ☎052-841-4063 岩倉市 ☎0587-37-3135 

熱田区 ☎052-671-2875 豊明市 ☎0562-93-5657 

中川区 ☎052-352-8257 日進市 ☎0561-73-4885 

港区 ☎052-651-7922 田原市 ☎0531-23-0610 

南区 ☎052-823-2035 愛西市 ☎0567-37-3313 

守山区 ☎052-758-2011 清須市 ☎052-401-0031 

緑区 ☎052-891-7638 北名古屋市 ☎0568-25-8500 

名東区 ☎052-726-8664 弥富市 ☎0567-65-8105 

天白区 ☎052-809-5550 みよし市 ☎0561-34-1588 

豊橋市 ☎0532-52-1111 あま市 ☎052-443-4291 

岡崎市 ☎0564-21-5377 長久手市 ☎0561-61-3434 

一宮市 ☎0586-85-7024 東郷町 ☎0561-37-5411 

瀬戸市 ☎0561-84-2011 豊山町 ☎0568-29-0002 

半田市 ☎0569-25-0002 大口町 ☎0587-94-0060 

春日井市 ☎0568-85-4321 扶桑町 ☎0587-93-4300 

豊川市 ☎0533-83-0630 大治町 ☎052-442-0990 

津島市 ☎0567-25-8411 蟹江町 ☎0567-96-2940 

碧南市 ☎0566-46-3701 飛島村 ☎0567-52-4334 

刈谷市 ☎0566-62-6676 阿久比町 ☎0569-48-1111 

豊田市 ☎0565-31-1294 東浦町 ☎0562-51-7697 

安城市 ☎0566-77-2945 南知多町 ☎0569-65-2687 

西尾市 ☎0563-56-5900 美浜町 ☎0569-83-2066 

蒲郡市 ☎0533-69-3911 武豊町 ☎0569-73-3104 

犬山市 ☎0568-62-2508 幸田町 ☎0564-62-7171 

常滑市 ☎0569-43-0660 設楽町 ☎0536-62-1848 

江南市 ☎0587-55-5262 東栄町 ☎0536-76-1740 

小牧市 ☎0568-77-0636 豊根村 ☎0536-85-1562 

医療保険
国民健康保険の加入・給付・保険料(税)については？ 
【問】市(区)町村役場(P38)
後期高齢者医療制度のことは？ 
【問】市(区)町村役場(P38)又は愛知県後期高齢者医療広域連
合 ☎052-955-1227(代表)

生活の援助・融資・相談
生活保護を受けるには？ 
【問】市(区)町村役場(P38)又は県福祉相談センター(郡の
区域を所管する福祉事務所) 
生活困窮者の相談支援は？ 
【問】市(区)町村役場(P38)又は県福祉相談センター(郡の区
域を所管する福祉事務所)で実施しています。なお、市(区)
町村によっては、相談支援の窓口を委託先が実施している
ことがあります。 
生活費や一時的に必要な資金を借りるには？ 
【問】市(区)町村社会福祉協議会､(福祉)愛知県社会福祉
協議会 ☎052-212-5506 

人権教育・啓発
人権教育・啓発については？ 

「人権教育・啓発に関する愛知県行動計画」や人権啓発
DVD のリスト等はウェブページを御覧ください｡人権啓発
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資料は、あいち人権啓発プラザ、県民相談・情報センター、
各県民事務所等の広報コーナー(P34)で提供します｡あいち
人権啓発プラザでは､図書・DVD 等の閲覧や貸出しも可能で
す。 

詳しくは、

【問】県県民文化局人権推進課☎052-954-6167 

消費生活
消費生活に関する相談は？ 

以下の消費生活相談窓口で消費生活相談を行っています。 
また、多言語による相談（外国人向け専門相談（消費生

活））をあいち多文化共生センター（月１回予約制）でお受
けしています。 

詳しくは、☎052-961-7902 へ御確認ください。 
■消費生活相談 

名 称 受付時間 電話番号 

愛知県消費生活 

総合センター 

月～金9:00～16:30 

土・日9:00～16:00 

☎052-962-0999 

国民の祝日等の休日（土曜日、日曜日は除く）、年末年始
（12/29～1/3）は休みです。 

最寄りの市町村においても消費生活相談を行っています。
消費者ホットライン「１８８（いやや！）」におかけいただ
くと、身近な消費生活相談窓口につながります。
消費生活に関する情報を知りたいときは？ 

消費者トラブル情報や､楽しく学べる学習コンテンツ､無
料講師派遣等の消費生活情報はウェブページを御覧くださ
い｡

詳しくは、

【問】県県民文化局県民生活部県民生活課 
☎052-954-6603 

多重債務に関する相談は？ 
■多重債務相談 

名 称 受付時間 電話番号 

愛知県消費生活 

総合センター 

月～金9:00～16:30 

土・日9:00～16:00 

（完全予約制） 

☎052-962-0999 

国民の祝日等の休日（土曜日、日曜日は除く）、年末年始
（12/29～1/3）は休みです。 
■東海財務局多重債務相談窓口☎052-951-1764 

【相談日時】月～金(祝日除く)9:00～17:00(12:00～13:00
除く)

貸金業に関する相談は？ 
■県経済産業局中小企業部中小企業金融課 

☎052-954-6333 
■日本貸金業協会愛知県支部☎0570-051-051 
【相談日時】月～金（祝日､12/29～1/4 を除く）9:00～17:00 
金融サービスに関する相談は？ 
【問】東海財務局金融ほっとライン(東海) 
☎052-951-9620 
【相談日時】月～金(祝日除く)9:00～17:00(12:00～13:00
除く) 

被災者支援・一般相談
東日本大震災の被災者支援に関する情報を知りたいとき
は？ 

県内に避難された被災者の皆様と県民・企業等の皆様を
つなぐ活動をしています｡ 
【問】愛知県被災者支援センター☎052-954-6722 

県政情報
行政施設の見学
県庁を見学するには？ 

団体等からの申込みにより平日の開庁時間内(8:45～
17:30)に行っています｡行事や執務などの状況によってお
受けできない場合がありますので､日程等についてあらか

じめ電話でお問い合わせの上、お申し込みください｡ 
【問】県総務局財務部財産管理課☎052-954-6057 
警察本部を見学するには？ 
【問】愛知県警察本部広報課広報センター 
☎052-951-1611 内線 2182 

県政講座
県政お届け講座とは？ 

地域で行われる集会や会合などに県職員がお伺いし､さ
まざまな県政情報をわかりやすく説明します｡内容は 10分
野 178 テーマです｡ 

詳しくは、

【問】県政策企画局広報広聴課☎052-954-6170 

行政資料
情報公開請求をしたいときは？ 

情報公開条例に基づき、県が保有する行政文書の開示を
請求することができます。 
【問】県県民文化局県民生活部県民生活課(県民相談・情報
センター)情報コーナー☎052-954-6164 

自分の情報の開示を求めるときは？ 
個人情報保護条例に基づき､県が保有する自分の情報の

開示請求・相談をすることができます｡ 
【問】県県民文化局県民生活部県民生活課(県民相談・情報
センター)情報コーナー☎052-954-6164 

行政資料を閲覧したり有償刊行物を購入したいときは？ 
【問】県県民文化局県民生活部県民生活課(県民相談・情報
センター)情報コーナー☎052-954-6164 

県議会
県議会のしくみについては？ 
【問】県議会事務局議事課☎052-954-6739 

選挙
選挙については？ 
【問】市(区)町村役場(選挙管理委員会) 

又は県選挙管理委員会☎052-954-6069 
投票に行けないときは？ 

投票日に予定がある方のために､期日前投票の制度があり
ます｡ 
【問】市(区)町村役場(選挙管理委員会) 

又は県選挙管理委員会☎052-954-6069 

税金
県税に関する質問・相談は？

■県総務局財務部税務課 
〒460-8501  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 2号  
☎052-954-▯▯▯▯ Fax052-954-6904  

管理・広報・監査 6047､税収・税制企画 6048､ 
課税 6049､6052､徴収 6050､間税調査 6076 

■県税事務所 

名古屋東部※１ 

【名古屋市千種区・ 

東区・中区・名東区】

☎052-953-▯▯▯▯ Fax052-953-7722 

総務・広報 7711､収納管理 7799､ 

徴収 7803､県民税・事業税 7816､7663､

自動車税種別割 7847､不動産取得税 7860、

自動車税環境性能割 7865 

名古屋北部 

【名古屋市北区・ 

西区・守山区､清須市､

北名古屋市､ 

西春日井郡】 

☎052-531-▯▯▯▯ Fax052-531-8920 

総務・広報 6301､徴収 6303､ 

県民税・事業税 6304､ 

自動車税種別割 6305､不動産取得税 6306

不動産評価室※2 6307 

名古屋西部 

【名古屋市中村区・ 

中川区・港区】 

☎052-362-▯▯▯▯ Fax052-362-3887 

総務・広報 3211､徴収 3213､ 

県民税・事業税 3214､ 

自動車税種別割 3215､不動産取得税 3216

名古屋南部 

【名古屋市昭和区・ 

瑞穂区・熱田区・南区・

緑区・天白区､豊明市､

☎052-682-▯▯▯▯ Fax052-682-8910 

総務・広報 8920､徴収 8922､ 

県民税・事業税 8923､ 

自動車税種別割 8924､不動産取得税 8925

愛知県 県政お届け講座

愛知県 人権推進課

あいち暮らし WEB
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日進市､長久手市､愛知郡】

高辻間税課※3 ☎052-881-6141 Fax052-881-5031 

東尾張 

【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】 

☎0568-81-▯▯▯▯ Fax0568-84-6563 

総務・広報 3141､徴収 3192､ 

県民税・事業税 3197､ 

自動車税種別割 3139､不動産取得税 3769

西尾張 

【一宮市､津島市､ 

稲沢市､愛西市､ 

弥富市､あま市､ 

海部郡】 

☎0586-45-▯▯▯▯  Fax0586-46-3855 

総務・広報 3166､徴収 3168､ 

県民税・事業税 3169､ 

自動車税種別割 3170､不動産取得税 3158

海部徴収課 

【津島市､愛西市､ 

弥富市､あま市､ 

海部郡の徴収事務】

☎0567-24-2174 Fax0567-24-3120 

知多 

【半田市､常滑市､ 

東海市､大府市､ 

知多市､知多郡】 

☎0569-89-▯▯▯▯ Fax0569-21-8135 

総務・広報 8171､徴収 8173､ 

県民税・事業税 8174､ 

自動車税種別割 8176､不動産取得税 8175

西三河 

【岡崎市､碧南市､ 

刈谷市､安城市､ 

西尾市､知立市､ 

高浜市､額田郡】 

☎0564-27-▯▯▯▯ Fax0564-23-4666 

総務・広報 2708､徴収 2710､2711､ 

県民税・事業税 2713､ 

自動車税種別割 2712､不動産取得税 2715

安城徴収課 

【碧南市､刈谷市､ 

安城市､知立市､ 

高浜市の徴収事務】

☎0566-76-2101 Fax0566-77-2497 

安城間税課※4 ☎0566-76-2102 Fax0566-77-2497 

豊田加茂 

【豊田市､みよし市】 

☎0565-32-▯▯▯▯ Fax0565-35-0921 

総務・広報 3383、徴収 7481､ 

県民税・事業税 7482､ 

自動車税種別割 7483､不動産取得税 7484

東三河 

【豊橋市､豊川市､ 

蒲郡市､新城市､ 

田原市､北設楽郡】 

☎0532-35-▯▯▯▯ Fax0532-54-5125 

総務・広報 6120､徴収 6122～6125､ 

県民税・事業税 6126､6127､ 

自動車税種別割 6130､ 

不動産取得税 6128､6129 

新城駐在室 

【新城市､北設楽郡

の徴収事務】 

☎0536-23-2393 Fax 0536-23-8205 

※1…県下全域の県民税の利子割､県民税の配当割､県民税の株式等

譲渡所得割､地方消費税､県たばこ税及び自動車税・軽自動車税

環境性能割は名古屋東部県税事務所で取扱います｡ 

※2…名古屋市内に建築される比較的大規模な非木造家屋、及び名

古屋市外に建築される調査の事務を行うことが特に困難であ

ると認められる非木造家屋の評価事務を行います｡ 

※3…名古屋市内の県税事務所及び東尾張・西尾張・知多県税事務

所が所管する区域のゴルフ場利用税､軽油引取税及び産業廃棄

物税を取扱います｡ 

※4…西三河・豊田加茂・東三河県税事務所が所管する区域のゴル

フ場利用税､軽油引取税及び産業廃棄物税を取扱います｡ 

行政相談
県政に関する相談は？ 
県民相談・情報センター及び県民相談室では県政相談や相

談窓口の総合案内を、広報コーナーでは県の広報資料や観光
案内の配布、ポスター等の展示を行っています。

なお、海部及び知多県民事務所、新城設楽振興事務所の広
報コーナーでは、相談は行っていません。 

■県政相談及び県政情報提供（広報コーナー） 

名 称 受付時間 電話番号 

愛知県県民相談・ 月～金9:00～17:15 ☎052-962-5100 

情報センター 土・日9:00～16:30 

（※土日は広報コーナ

ーのみで、相談は行っ

ていません。） 

海部県民事務所広報コ

ーナー 

月～金9:00～17:15 

（※相談は行っていま

せん。） 

☎0567-24-2112 

知多県民事務所広報コ

ーナー 

月～金9:00～17:15 

（※相談は行っていま

せん。） 

☎0569-21-8111 

（代表） 

西三河県民相談室 

西三河県民事務所広報

コーナー 

月～金9:00～17:15 ☎0564-27-0800 

東三河県民相談室 

東三河総局広報コーナ

ー 

月～金9:00～17:15 ☎0532-52-7337 

新城設楽振興事務所広

報コーナー 

月～金9:00～17:15 

（※相談は行っていま

せん。） 

☎0536-23-8700 

■交通事故相談 

名 称 受付時間 電話番号 

愛知県県民相談・ 

情報センター 

月～金 9:00～17:15 ☎052-962-5100 

巡回相談（予約制） 

原則 第 2・4月 午後 

場所：一宮市思いやり

会館 

☎052-962-5100

（前週の水曜日

までに要予約） 

西三河県民相談室 月～金 9:00～17:15 ☎0564-27-0800 

東三河県民相談室 月～金 9:00～17:15 ☎0532-52-7337 

■法律相談 

名 称 受付時間 電話番号 

愛知県県民相談・ 

情報センター 

原則第１～第４月

14:00～15:00 

(面接・予約制) 

☎052-962-5100 

西三河県民相談室 第 2水 14:00～15:00 

(面接・予約制) 

☎0564-27-0800 

東三河県民相談室 第 4木 14:00～15:00 

(面接・予約制) 

☎0532-52-7337 

■内職相談 

名 称 受付時間 電話番号 

西三河県民相談室 毎週火 10:00～12:00、

13:00～15:00 

☎0564-27-0800 

東三河県民相談室 毎週火 10:00～12:00、

13:00～15:00 

☎0532-52-7337 

■手話相談 

名 称 受付時間 電話番号 

愛知県県民相談・ 

情報センター 

月・火・木・金 9:00～

16:00（予約制） 

☎052-962-5100 

FAX052-972-6001

西三河県民相談室 月・火・木・金 

10:00～16:00（予約制）

☎0564-27-0800 

FAX0564-23-4641

東三河県民相談室 月・火・木・金 

10:00～16:00（予約制）

☎0532-52-7337 

FAX0532-52-7388

■建設工事・不動産取引紛争相談 愛知県県民相談・情報セン
ター  

毎週水 13:00～16:00(面接・予約制)☎052-962-5100 
■医療相談 愛知県医療安全支援センター  

月～金(祝日、年末年始除く)9:00～12:00、13:00～17:00
(面接相談は予約制)☎052-954-6311 

■労働相談 

名 称 受付時間 電話番号 

西三河県民相談室 月～金 9:00～17:30 ☎0564-26-6100

東三河県民相談室 月～金 9:00～17:30 ☎0532-55-6010

その他、国の行政相談は？ 
国の行政などへの苦情や意見、要望を受け付け、相談者
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と関係行政機関の間に立ち、公正・中立の立場から、その
解決や実現を促進し、また、行政の制度や運営の改善に生
かしています。国の仕事や各種制度の手続について、お困
りごとや苦情・御意見・御要望がありましたら、お気軽に
御相談ください。 
【問】総務省中部管区行政評価局☎0570-090110(おこまり
ならまるまるくじょーひゃくとおばん) Fax052-972-741
9 

【受付時間】月～金 8:30～17:30(祝日、年末年始(12/29～
1/3)は除く。時間外は留守番電話で受付。) 
また、相談は以下でも受け付けています。 
【問】くらしの行政・法律相談所☎052-961-4522 
【受付時間】毎日 10:00～18:00(祝日、年末年始(12/29～
1/3)は除く。時間外は留守番電話で受付。) 

旅券（パスポート）
旅券(パスポート)については？ 

申請手続についてウェブページで御案内しています｡ 

詳しくは、 

※土､日､国民の祝日等の休日､年末年始(12/29～1/3)は休みです｡

ただし､愛知県旅券センターでは､年末年始を除く日曜日に交付

事務のみ行います｡ 

※豊橋市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、

碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、蒲郡市、常滑市、小牧市、

新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、高浜市、田原市、

愛西市、阿久比町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、設楽

町、東栄町、豊根村に住民登録をしている方は､29 ページに記載

のそれぞれの市町村が指定する旅券窓口で申請手続を行ってく

ださい｡ 

申請・交付場所 受付時間 専用ダイヤル 

愛知県旅券センター 申請  

月～金 9:00～17:00 

交付 

日～木 

9:00～17:00 

金 9:00～18:30 

☎ 052-563-0236  

西三河旅券コーナー  申請・交付 

月～金9:00～17:00 

☎ 0564-27-0500 

豊田加茂旅券コーナー 申請 

月～金10:00～17:00

交付 

月～金 10:00～18:00

☎ 0565-34-2110 

労働
求職者と求人者を結び付ける機関
求職中の方､人を募集したい方は？
【問】最寄りの公共職業安定所 

名古屋中 ☎052-855-3740 津島 ☎0567-26-3158 

名古屋南 ☎052-681-1211 刈谷 ☎0566-21-5001 

名古屋東 ☎052-774-1115 碧南出張所 ☎0566-41-0327 

豊橋 ☎0532-52-7191 西尾 ☎0563-56-3622 

岡崎 ☎0564-52-8609 犬山 ☎0568-61-2185 

一宮 ☎0586-45-2048 豊川 ☎0533-86-3178 

半田 ☎0569-21-0023 蒲郡出張所 ☎0533-67-8609 

瀬戸 ☎0561-82-5123 新城 ☎0536-22-1160 

豊田 ☎0565-31-1400 春日井 ☎0568-81-5135 

若年者の就職相談・情報提供は？ 
【問】ヤング・ジョブ・あいち☎052-232-2351 
■あいち若者職業支援センター☎052-232-2352  
就職支援セミナー､心理の専門家・キャリアコンサルタン
トによる若者・家族就職相談 

■愛知新卒応援ハローワーク☎052-855-3750  
大学・短大・高専・専修学校卒業予定者及び卒業後 3 年
以内の方を対象とした職業相談・職業紹介 

■愛知わかものハローワーク☎052-855-3760 

正規雇用を目指す若年者の方を対象とした､担当者制に
よる職業相談・職業紹介 

労働・就業に関することは？ 
【問】あいち労働総合支援フロア(ウインクあいち 17 階) 
■産業、労働に関する情報提供 
 産業労働情報コーナー         ☎052-485-7153 
■職業紹介・相談   就労支援コーナー☎052-533-0890 
■就労支援セミナー    就労支援コーナー☎052-485-7156 
■在宅就業(内職)相談・あっせん  

就労支援コーナー                    ☎052-562-5016 
■障害者雇用に関する相談 

あいち障害者雇用総合サポートデスク  ☎052-583-1010 
■職業適性検査を活用した相談 

職業適性相談コーナー                ☎052-485-7155 
■労働問題全般の相談 労働相談コーナー      

☎052-589-1405 
障害者の職業相談・職業紹介は？ 
【問】最寄りの公共職業安定所 
子育てしながら働きたい方の職業相談・職業紹介は？ 
【問】あいちマザーズハローワーク ☎052-855-3780 
子育て女性の再就職支援に関することは？ 
【問】あいち子育て女性再就職サポートセンター(ママ・ジ
ョブ・あいち) ☎052-485-6996 
県外求職者への就職相談・情報提供は？
【問】県労働局就業促進課 ☎052-954-6366 

 詳しくは、 

看護職の就職相談・情報提供は？ 
【問】愛知県ナースセンター ☎052-871-0600 

名駅支所       ☎052-433-1173 
豊橋支所       ☎0532-52-1173 

福祉の仕事の就職相談・情報提供は？ 
【問】愛知県福祉人材センター☎052-212-5519、豊橋市福
祉人材バンク☎0532-52-1111 

労働条件・労使関係
労働条件や労使関係の相談は？ 労労働相談専用ﾀﾞｲﾔﾙ 

名称 問合せ先 労働相談開設日時

あいち労働総合支援フロア

労働相談コーナー 

(県労働局労働福祉課分室)
労☎052-589-1405

月～金 

 9:30～18:00 

土     

10:00～17:00 

(日・祝日・年末

年始除く) 

東三河総局企画調整部 

産業労働課 
労☎0532-55-6010

9:00～17:30 

(土・日・祝日・

年末年始除く) 

新城設楽振興事務所 

山村振興課 
労☎0536-23-6104

尾張県民事務所 

産業労働課 
労☎052-961-8070

海部県民事務所 

産業労働課
労☎0567-24-6104

知多県民事務所 

産業労働課 
労☎0569-22-4300

西三河県民事務所 

産業労働課 
労☎0564-26-6100

豊田庁舎豊田加茂 

産業労働・山村振興 

グループ 

労☎0565-32-6119

■巡回労働相談(事前予約制)                
※全て 13:00～16:00 

豊川プリオ市民相談室 ☎0533-89-2140 毎月第 2木  

蒲郡市役所 ☎0533-66-1119 毎月第 2水  

設楽町商工会 ☎0536-62-0004 毎月第 2木 

愛知県 パスポート

あいち UIJ ターン支援センター
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一宮市役所（※） ☎052-961-8070 毎月第 2金 

春日井市役所 ☎0568-85-6620 毎月第 1水  

犬山市役所 ☎0568-44-0340 毎月第 3水  

小牧市役所 ☎0568-76-1134 毎月第 1木  

稲沢市役所 ☎0587-32-1332 毎月第 2木  

尾張旭市役所 ☎0561-76-8132 毎月第 3木  

豊明市役所 ☎0562-92-8312 毎月第 1金  

あま市役所本庁舎 ☎052-441-7114 毎月第 2木  

碧南市役所 ☎0566-41-3311 毎月第 1火 

刈谷市役所 ☎0566-62-1058 毎月第 1金  

安城市役所 ☎0566-71-2235 毎月第 2木  

西尾市役所 ☎0563-65-2168 毎月第 3火  

知立市役所 ☎0566-83-1111 毎月第 3木  

高浜市役所 ☎0566-52-1111 毎月第 2水  

幸田町（豊坂ほっと館） ☎0564-62-1111 毎月第 4火 

みよし市就労支援センター ☎0561-33-1860 毎月第 2火 

※一宮市役所の問い合わせ先は、尾張県民事務所 
労使関係の安定のためには？

労働紛争の調整､解決をお手伝いしています｡また､不当
労働行為の救済申立てについて審査し､判定をしています｡ 
【問】県労働委員会事務局☎052-954-6831～6835 

雇用促進
雇用保険の加入・失業給付については？ 
【問】最寄りの公共職業安定所 

技能
技能を習得するには？ 

名古屋高等技術専門校

☎052-917-6711 

機械ｴﾝｼﾞﾆｱ科、組込みｼｽﾃﾑ科、建築

ﾃﾞｻﾞｲﾝ施工科、金属加工科、ｲﾝﾃﾘｱ科、

電気機器科、総合造園科(稲沢市) 

名古屋高等技術専門校 窯業

校 

☎0561-21-6666 

陶磁器科(製造ｺｰｽ、ﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ) 

岡崎高等技術専門校

☎0564-51-0775 

モノづくり総合科(ﾏﾙﾁｽｷﾙｺｰｽ、 

ﾒﾀﾙｸﾗﾌﾄｺｰｽ)、電気工事科、造園施工

科(豊田市)、造園管理科(豊田市) 

東三河高等技術専門校 

☎0533-93-2018 

建築総合科(木造建築・施工管理ｺｰｽ、

住宅ｲﾝﾃﾘｱｺｰｽ、住宅ｴｸｽﾃﾘｱｺｰｽ) 

障害者が技能を身につけるには？ 

名古屋高等技術専門校 

☎052-917-6711 

総合実務科 

岡崎高等技術専門校

☎0564-51-0775

総合実務科 

愛知障害者職業能力開発校

☎0533-93-2102 

IT ｽｷﾙ科､OA ﾋﾞｼﾞﾈｽ科､CAD 設計科､

ﾜｰｸｻﾎﾟｰﾄ科、就業支援科､総合実務科

商工業
創業・経営革新・新事業展開に関する相談は？ 

(公財)あいち産業振興機構 ☎052-715-3071  

愛知県商工会連合会 ☎052-562-0040  

愛知県中小企業団体中央会 ☎052-485-6811  

名古屋商工会議所 ☎052-223-5757  

消費税の価格転嫁等に関する相談は？ 
【問】県経済産業局産業部産業政策課☎052-954-6330 

この他、総局・県民事務所等、県内商工会議所・商工会
でも相談に対応しています。
技術支援や相談、情報提供を受けるには？ 

あいち産業科学技術総合センター本部では、高度計測分析機
器による分析・評価を行い、企業の研究開発・製品開発を支援
します。また、県内の各技術センター・試験場では、工業・窯
業・食品・繊維等の分野において、技術相談・指導、依頼試験
により企業を支援します。 

あいち産業科学技術総合センター本部 

〒470-0356 豊田市八草町秋合 1267-1  
(知の拠点あいち内) 

☎0561-76-8301 

産業技術センター 

〒448-0013 刈谷市恩田町 1-157-1 

☎0566-24-1841 

同 常滑窯業試験場 
〒479-0021 常滑市大曽町 4-50 

☎0569-35-5151 

同 三河窯業試験場 

〒447-0861 碧南市六軒町 2-15 

☎0566-41-0410 

同 瀬戸窯業試験場 

〒489-0965 瀬戸市南山口町 537 

☎0561-21-2116 

食品工業技術センター 
〒451-0083 名古屋市西区新福寺町 2-1-1

☎052-325-8091 

尾張繊維技術センター 
〒491-0931 一宮市大和町馬引字宮浦 35 

☎0586-45-7871 

三河繊維技術センター 
〒443-0013 蒲郡市大塚町伊賀久保 109 

☎0533-59-7146 

中小企業の方が融資を受けるには？ 
【問】愛知県信用保証協会 総合相談窓口☎0120-454-754 
設備導入の支援を受けるには？ 
【問】(公財)あいち産業振興機構経営支援部設備投資支援グ
ループ☎052-715-3067 

農業
農業の指導・相談
農業の技術指導を受けるには？ 
【問】農林水産事務所農業改良普及課 
■農林水産事務所農業改良普及課 

尾張【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】  

☎052-961-8094 Fax052-961-1540 

同課稲沢駐在室【(一宮市､犬山市､江南市､稲沢市､岩倉市､ 

丹羽郡)】                   ☎0587-21-2511 Fax0587-21-7853

海部【津島市､愛西市､弥富市､あま市､海部郡】 

☎0567-55-7611 Fax0567-25-8943 

知多【半田市､常滑市､東海市､大府市､知多市､知多郡】 

☎0569-21-8111 Fax0569-23-4260 

西三河【岡崎市､碧南市､刈谷市､安城市､西尾市､知立市､高浜市､ 

額田郡】                       ☎0566-76-2400 Fax0566-76-3194

同課岡崎駐在室【(岡崎市､額田郡)】  

☎0564-53-1552 Fax0564-53-1677

同課西尾駐在室【(西尾市)】 ☎0563-57-4154 Fax0563-55-0278 

豊田加茂【豊田市､みよし市】 ☎0565-32-7509 Fax0565-35-0416

新城設楽【新城市､北設楽郡】 ☎0536-62-0546 Fax0536-62-1533

同課新城駐在室【(新城市)】 ☎0536-23-2172 Fax0536-23-6010

東三河【豊橋市､豊川市､蒲郡市】 ☎0532-63-3529 Fax0532-63-7023

田原農業改良普及課【田原市】 ☎0531-22-0381 Fax0531-23-1304

新規就農及び企業の農業参入に関する相談は？ 
【問】県農起業支援センター(県農林水産事務所農業改良普及
課内) 

家畜衛生の指導・相談
家畜衛生に関する技術指導を受けるには？ 
【問】家畜保健衛生所 

西部【名古屋市､一宮市､瀬戸市､半田市､春日井市､津島市､犬山市､ 

常滑市､江南市､小牧市､稲沢市､東海市､大府市､知多市､尾張旭市､ 

岩倉市､豊明市､日進市､愛西市､清須市､北名古屋市､弥富市､あま市､ 

長久手市､愛知郡､西春日井郡､丹羽郡､海部郡､知多郡】  

☎0569-72-0344 Fax0569-72-2770 

尾張支所【(名古屋市､一宮市､瀬戸市､春日井市､津島市､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､愛西市､

清須市､北名古屋市､弥富市､あま市､長久手市､愛知郡､ 

西春日井郡､丹羽郡､海部郡)】☎0568-81-1874 Fax0568-82-8475 

中央【岡崎市､碧南市､刈谷市､豊田市､安城市､西尾市､知立市､ 

高浜市、みよし市､額田郡】     ☎0564-51-5183 Fax0564-54-5129 

豊田加茂支所【(豊田市､みよし市)】  

☎0565-32-0459 Fax0565-35-0674 

東部【豊橋市､豊川市､蒲郡市､新城市､田原市､北設楽郡】 

 ☎0532-45-1141 Fax0532-48-8943 

新城設楽支所【(新城市､北設楽郡)】 

 ☎0536-22-0549 Fax0536-23-4952 
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学習

県立高校
県立の高校(定時制・通信制含む)は？ 
【問】県教育委員会高等学校教育課☎052-954-6787 

特別支援教育
障害のあるお子さんの就学は？ 

小･中学校に特別支援学級･通級指導教室が設けられてい
るほか､特別支援学校が設置され､幼稚部・小学部・中学部・
高等部が置かれています｡ 
【問】県教育委員会特別支援教育課☎052-954-6792､6798 
■盲学校 ※幼:幼稚部、小:小学部、中:中学部、高:高等部 

名古屋【幼､小､中､高】 ☎052-711-0009 Fax052-723-6813 

岡崎【幼､小､中､高】 ☎0564-51-1270 Fax0564-55-9431 

■聾学校 

名古屋【中､高】 ☎052-762-6846 Fax052-753-2247 

千種【幼､小】 ☎052-711-8888 Fax052-723-6824 

豊橋【幼､小､中､高】 ☎0532-45-2049 Fax0532-47-7545 

岡崎【幼､小､中､高】 ☎0564-45-2830 Fax0564-45-6248 

一宮【幼､小､中､高】 ☎0586-45-6000 Fax0586-43-4462 

■知的障害特別支援学校 

みあい【小､中､高】 ☎0564-57-0013 Fax0564-53-0034 

一宮東【小､中､高】 ☎0586-51-5311 Fax0586-78-8789 

瀬戸つばき【小､中､高】 ☎0561-56-0950 Fax0561-87-2500 

半田【小､中､高】 ☎0569-27-7061 Fax0569-27-7640 

春日台【幼､小､中､高】 ☎0568-41-8752 Fax0568-88-5863 

豊川【小､中､高】 ☎0533-88-2553 Fax0533-88-2595 

本宮校舎【高】 ☎0533-93-0515 Fax0533-93-2826 

安城【小､中､高】 ☎0566-99-3345 Fax0566-99-5479 

いなざわ【小､中､高】 ☎0587-35-2005 Fax0587-36-3340 

大府もちのき【小、中、高】 ☎0562-46-3011 Fax0562-46-3021 

桃花校舎【高】 ☎0562-46-6909 Fax0562-44-0656 

佐織【小､中､高】 ☎0567-37-2061 Fax0567-37-2629 

三好【小､中､高】 ☎0561-34-4832 Fax0561-32-4232 

豊橋山嶺教室【高】 ☎0536-62-0722 Fax0536-62-1534 

豊橋潮風教室【高】 ☎0531-32-0134  Fax0531-32-0135 

春日井高等【高】 ☎0568-85-3511 Fax0568-85-1141 

豊田高等【高】 ☎0565-54-0011 Fax0565-54-0013 

■肢体不自由特別支援学校 

名古屋【小､中､高】 ☎052-502-8866 Fax052-502-8849 

港【小､中､高】 ☎052-651-3710 Fax052-651-3917 

豊橋【小､中､高】 ☎0532-61-8118 Fax0532-63-5783 

岡崎【小､中､高】 ☎0564-48-2601 Fax0564-48-7914 

一宮【幼､小､中､高】 ☎0586-78-4635 Fax0586-78-8703 

ひいらぎ【小､中､高】 ☎0569-26-7131 Fax0569-26-7122 

小牧【小､中､高】 ☎0568-73-7661 Fax0568-75-9380 

■病弱特別支援学校 

大府【小､中､高】 ☎0562-48-5311 Fax0562-44-0662 

市立特別支援学校（名古屋市、豊橋市、瀬戸市、豊田市、
刈谷市）については、それぞれの市教育委員会事務局に
お問い合わせください 

奨学資金
高等学校及び専修学校高等課程の生徒に対する奨学制度に
ついては？ 
【問】在学する学校又は県教育委員会高等学校教育課 

☎052-954-6785 
私立学校の生徒に対する助成制度については？ 
【問】在学する学校又は県県民文化局県民生活部学事振興課私
学振興室☎052-954-6187 

教育相談・指導
教育に関する相談は？ 
■面接又は電話による相談(相談無料・面接は予約制) 

一般教育相談…県総合教育センター教育相談研究室 

☎0561-38-2217 
特別支援教育相談…同特別支援教育相談研究室 

☎0561-38-9517 
■集団カウンセリングや講座､セミナーによる相談 

保護者及び関係者を対象として､尾張地域・知多地域・
三河地域で開催しています｡ 
【問】(公財)愛知県教育・スポーツ振興財団教育振興課 
☎052-242-1588 

詳しくは、 

■電話による相談 「教育相談こころの電話」 
☎052-261-9671(ｸﾛｰﾅｲ) 
青少年とその保護者を対象として電話による教育相談
を行っています｡ 

家庭教育､いじめ・不登校に関する相談は？ 
■電話による相談(いじめ･不登校等)家庭教育相談電話 

☎052-961-0900 
【相談担当者】生涯学習課配置の家庭教育コーディネー
ター 
【相談日時】月～金(祝日､年末年始除く)午前 9 時～午
後 4時 

■家庭訪問による面接相談(いじめ・不登校等) 
【相談担当者】各教育事務所・支所配置の家庭教育コー
ディネーター及び家庭教育支援員(ホームフレンド) 
【問】県教育委員会生涯学習課☎052-954-6780 

■子ども SOS ほっとライン 24 全国統一ダイヤル 
☎0120-078310(なやみ言おう) 
【相談日時】毎日 24 時間 ※IP 電話の一部はつながり
ません。 
【問】県教育委員会義務教育課☎052-954-6790 

公立大学法人
公立大学法人は？ 
【問】愛知県公立大学法人事務局総務部門☎0561-64-1114 

愛知県立

大学 

長久手キャンパス ☎0561-76-8811 Fax0561-64-1101

守山キャンパス   ☎052-778-7100 Fax052-736-1415

愛知県立

芸術大学

☎0561-76-2492 Fax0561-62-2720

生涯学習
生涯学習に関する情報は？ 

詳しくは、 

【問】(公財)愛知県教育・スポーツ振興財団（愛知県生涯
学習推進センター）☎052-961-5333 
男女共同参画に関するセミナーは？ 
【問】(公財)あいち男女共同参画財団(企画協働課) 
☎052-962-2512 

余暇
文化・スポーツ・観光
芸術文化選奨とは？ 

芸術文化の各分野において、その向上発展に貢献し、業
績が顕著な個人・団体を選奨しています。 
【問】県県民文化局文化部文化芸術課☎052-954-6184 

 文化活動事業への助成は？ 
文化の振興を図るため、文化活動団体が実施する文化活

動事業に対し、事業費の一部を助成する制度があります。 
【問】県県民文化局文化部文化芸術課☎052-954-6184

 スポーツに関することは？ 
【問】県スポーツ局スポーツ振興課☎052-954-6087 
又は(公財)愛知県教育・スポーツ振興財団  
☎052-241-9101 

観光情報を知りたいときは？ 
【問】(一社)愛知県観光協会☎052-581-5788 

県観光コンベンション局観光振興課 
☎052-954-6355 

学びネットあいち

あいち教育スポーツ
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空港
中部国際空港「セントレア」について知りたいときは？ 
【問】中部国際空港(ｾﾝﾄﾚｱ ﾃﾚﾎﾝｾﾝﾀｰ)☎0569-38-1195(いい空

港) 
県建設局航空空港課☎052-954-6133 

県営名古屋空港について知りたいときは？ 
【問】県営名古屋空港総合案内☎0568-28-5633、 

県建設局航空空港課☎052-954-6129 
あいち航空ミュージアムについて知りたいときは？ 
【問】あいち航空ミュージアム☎0568-39-0283 

県建設局航空空港課☎052-954-6131 

市町村名 電話番号 郵便番号 住所

名古屋市 ☎052-961-1111 460-8508 中区三の丸三丁目 1-1 

豊橋市 ☎0532-51-2111 440-8501 今橋町 1 

岡崎市 ☎0564-23-6000 444-8601 十王町二丁目 9 

一宮市 ☎0586-28-8100 491-8501 本町二丁目 5-6 

瀬戸市 ☎0561-82-7111 489-8701 追分町 64－1 

半田市 ☎0569-21-3111 475-8666 東洋町二丁目 1 

春日井市 ☎0568-81-5111 486-8686 鳥居松町五丁目 44 

豊川市 ☎0533-89-2111 442-8601 諏訪一丁目 1 

津島市 ☎0567-24-1111 496-8686 立込町 2-21 

碧南市 ☎0566-41-3311 447-8601 松本町 28 

刈谷市 ☎0566-23-1111 448-8501 東陽町一丁目 1 

豊田市 ☎0565-31-1212 471-8501 西町三丁目 60 

安城市 ☎0566-76-1111 446-8501 桜町 18－23 

西尾市 ☎0563-56-2111 445-8501 寄住町下田 22 

蒲郡市 ☎0533-66-1111 443-8601 旭町 17-1 

犬山市 ☎0568-61-1800 484-8501 大字犬山字東畑 36 

常滑市 ☎0569-35-5111 479-8610 新開町四丁目 1 

江南市 ☎0587-54-1111 483-8701 赤童子町大堀 90 

小牧市 ☎0568-72-2101 485-8650 堀の内三丁目 1 

稲沢市 ☎0587-32-1111 492-8269 稲府町 1 

新城市 ☎0536-23-1111 441-1392 字東入船 115 

東海市 ☎052-603-2211 476-8601 中央町一丁目 1 

大府市 ☎0562-47-2111 474-8701 中央町五丁目 70 

知多市 ☎0562-33-3151 478-8601 緑町 1 

知立市 ☎0566-83-1111 472-8666 広見三丁目 1 

尾張旭市 ☎0561-53-2111 488-8666 東大道町原田 2600-1 

高浜市 ☎0566-52-1111 444-1398 青木町四丁目 1-2 

岩倉市 ☎0587-66-1111 482-8686 栄町一丁目 66 

豊明市 ☎0562-92-1111 470-1195 新田町子持松 1-1 

日進市 ☎0561-73-7111 470-0192 蟹甲町池下 268 

田原市 ☎0531-22-1111 441-3492 田原町南番場 30-1 

愛西市 ☎0567-26-8111 496-8555 稲葉町米野 308 

清須市 ☎052-400-2911 452-8569 須ケ口 1238 

北名古屋市 ☎0568-22-1111 481-8531 西之保清水田 15 

弥富市 ☎0567-65-1111 498-8501 前ケ須町南本田 335 

みよし市 ☎0561-32-2111 470-0295 三好町小坂 50 

あま市 ☎052-444-1001 490-1292 木田戌亥 18-1 

長久手市 ☎0561-63-1111 480-1196 岩作城の内 60-1 

市町村連絡先

愛知郡

東郷町 ☎0561-38-3111 470-0198 大字春木字羽根穴 1 

西春日井郡

豊山町 ☎0568-28-0001 480-0292 大字豊場字新栄 260 

丹羽郡

大口町 ☎0587-95-1111 480-0144 下小口七丁目 155 

扶桑町 ☎0587-93-1111 480-0102 大字高雄字天道 330 

海部郡

大治町 ☎052-444-2711 490-1192 大字馬島字大門西 1-1 

蟹江町 ☎0567-95-1111 497-8601 学戸三丁目 1 

飛島村 ☎0567-52-1231 490-1436 竹之郷三丁目 1 

知多郡 

阿久比町 ☎0569-48-1111 470-2292 大字卯坂字殿越 50 

東浦町 ☎0562-83-3111 470-2192 大字緒川字政所 20 

南知多町 ☎0569-65-0711 470-3495 大字豊浜字貝ヶ坪 18 

美浜町 ☎0569-82-1111 470-2492 大字河和字北田面 106 

武豊町 ☎0569-72-1111 470-2392 字長尾山 2 

額田郡 

幸田町 ☎0564-62-1111 444-0192 大字菱池字元林 1-1 

北設楽郡 

設楽町 ☎0536-62-0511 441-2301 田口字辻前 14 

東栄町 ☎0536-76-0501 449-0292 大字本郷字上前畑 25 

豊根村 ☎0536-85-1311 449-0403 下黒川字蕨平 2 


