（別紙１）

受付窓口一覧【市区町村社会福祉協議会】
市区町村社会福
祉協議会名

所在地

電話番号

市区町村社会福
祉協議会名

所在地

電話番号

名古屋市千種区西崎町2千種区社会福祉
4-1千種区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
協議会
内

052-763-1531

瀬戸市社会福祉 瀬戸市川端町1丁目31番
協議会
地

0561-84-2011

東区社会福祉協 名古屋市東区泉2-28-5高
議会
岳げんき館

052-932-8204

半田市社会福祉
半田市雁宿町1-22-1
協議会

0569-23-7361

北区社会福祉協 名古屋市北区清水4-17-1
議会
北区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内

052-915-7435

春日井市社会福 春日井市浅山町一丁目2
祉協議会
番61号

0568-86-9228

名古屋市西区花の木2西区社会福祉協
18-1西区役所等複合施設
議会
５階

052-532-9076

豊川市社会福祉
豊川市諏訪3丁目242
協議会

0533-83-5211

名古屋市中村区名楽町4中村区社会福祉
7-18中村保健所等複合施
協議会
設１Ｆ

052-486-2131

津島市社会福祉 津島市立込町2丁目21番
協議会
地（津島市役所内）

0567-24-1111

名古屋市中区上前津2中区社会福祉協
12-23中区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
議会
内

052-331-9951

碧南市社会福祉 碧南市山神町8丁目35番
協議会
地

0566-46-3701

名古屋市昭和区御器所3昭和区社会福祉
18-1昭和区在宅サービス
協議会
センター内

052-884-5511

刈谷市社会福祉 刈谷市下重原町3丁目120
協議会
番地

0566-23-1600

名古屋市瑞穂区佐渡町3瑞穂区社会福祉
18瑞穂区在宅サービスセ
協議会
ンター内

052-841-4063

豊田市社会福祉
豊田市錦町1-1-1
協議会

0565-34-1132

熱田区社会福祉 名古屋市熱田区神宮3-1協議会
15

052-671-2875

安城市社会福祉 安城市赤松町大北78番地
協議会
4

0566-77-0284

名古屋市中川区小城町1中川区社会福祉
1-20中川区在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝ
協議会
ﾀｰ

052-352-8257

西尾市社会福祉 西尾市花ﾉ木町2丁目1番
協議会
地

0563-56-5900

港区社会福祉協
名古屋市港区港楽2-6-32
議会

052-651-0305

蒲郡市社会福祉
蒲郡市神明町18番4号
協議会

0533-69-3911

南区社会福祉協 名古屋市南区前浜通3-10
議会
南区役所庁舎４階

052-823-2035

犬山市社会福祉 犬山市松本町四丁目21番
協議会
地

0568-62-2508

名古屋市守山区小幡南1守山区社会福祉
24-10守山区在宅サービ
協議会
スセンター内

052-758-2011

常滑市社会福祉
常滑市神明町3-35
協議会

0569-43-0660

名古屋市緑区鳴子町1-7緑区社会福祉協
1名古屋市緑区社会福祉
議会
会館内

052-891-7638

江南市社会福祉 江南市古知野町宮裏121
協議会
番地

0587-53-8851

名古屋市名東区上社一丁
名東区社会福祉
目802番地上社ターミナ
協議会
ルビル2階

052-726-8664

小牧市社会福祉 小牧市小牧五丁目407番
協議会
地

0568-77-0123

天白区社会福祉 名古屋市天白区原一丁目
協議会
301原ターミナルビル3階

052-809-5550

稲沢市社会福祉 稲沢市西町三丁目10番24
協議会
号

0587-23-6713

豊橋市社会福祉
豊橋市前畑町115番地
協議会

0532-52-1111

新城市社会福祉
新城市字東沖野20-12
協議会

0536-24-9811

岡崎市社会福祉協議
会（サービスセン
ター内特設窓口）

0564-23-8799

東海市社会福祉
東海市荒尾町西廻間2-1
協議会

052-689-1605

0586-85-7024

大府市社会福祉
大府市東新町1-219
協議会

0562-48-1805

岡崎市厚生通南3-56

一宮市社会福祉
一宮市栄3丁目1番2号
協議会

受付窓口一覧【市区町村社会福祉協議会】
市区町村社会福
祉協議会名

所在地

電話番号

市区町村社会福
祉協議会名

所在地

電話番号

知多市社会福祉
知多市緑町32番地の6
協議会

0562-39-3060

東郷町社会福祉 愛知郡東郷町大字諸輪字
協議会
北山158-90

0561-37-5411

知立市社会福祉
知立市八ﾂ田町泉43番地
協議会

0566-82-8833

豊山町社会福祉 西春日井郡豊山町大字豊
協議会
場字諏訪270番地

0568-29-0002

尾張旭市社会福 尾張旭市新居町明才切57
祉協議会
番地

0561-54-4540

大口町社会福祉 丹羽郡大口町伝右一丁目
協議会
35番地

0587-94-0060

高浜市社会福祉 高浜市春日町五丁目165
協議会
番地

0566-54-5563

扶桑町社会福祉 丹羽郡扶桑町大字斎藤字
協議会
榎230番地

0587-93-4300

岩倉市社会福祉 岩倉市西市町無量寺2番
協議会
地1

0587-37-3135

大治町社会福祉 海部郡大治町大字砂子字
協議会
西河原18番地

052-442-0990

豊明市社会福祉 豊明市新田町吉池18番地
協議会
3

0562-93-5051

蟹江町社会福祉 海部郡蟹江町大字西之森
協議会
字海山326番地3

0567-96-2940

日進市社会福祉
日進市蟹甲町中島22番地
協議会

0561-73-0569

飛島村社会福祉 海部郡飛島村竹之郷五丁
協議会
目43番地

0567-52-4334

田原市社会福祉
田原市赤石二丁目2番地
協議会

0531-23-0610

阿久比町社会福 知多郡阿久比町大字卯坂
祉協議会
字丸の内85番地

0569-48-1111

愛西市社会福祉
愛西市江西町宮西38番地
協議会

0567-37-3313

東浦町社会福祉 知多郡東浦町大字石浜字
協議会
岐路23-1

0562-84-3741

清須市社会福祉 清須市一場古城604番地
協議会
15

052-401-0031

南知多町社会福 知多郡南知多町大字豊浜
祉協議会
字須佐ｹ丘1番地

0569-65-2687

北名古屋市社会 北名古屋市西之保藤塚93
福祉協議会
番地

0568-25-8500

美浜町社会福祉 知多郡美浜町北方一丁目
協議会
1番地

0569-83-2066

弥富市社会福祉 弥富市鯏浦町上本田95番
協議会
地1

0567-65-8105

武豊町社会福祉 知多郡武豊町字長尾山2
協議会
番地

0569-73-3104

みよし市社会福 みよし市三好町陣取山39
祉協議会
番地5

0561-34-1588

幸田町社会福祉 額田郡幸田町大字菱池字
協議会
錦田82番地4

0564-62-7171

あま市社会福祉
あま市西今宿馬洗46番地
協議会

052-443-4291

設楽町社会福祉 北設楽郡設楽町田口字向
協議会
木屋4番地

0536-62-1848

長久手市社会福 長久手市前熊下田171番
祉協議会
地

0561-62-4700

東栄町社会福祉 北設楽郡東栄町大字本郷
協議会
字南万場14番地の1

0536-76-1740

豊根村社会福祉 北設楽郡豊根村上黒川字
協議会
長野田26番地

0536-85-1562

