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 新型コロナウイルス感染症  

 に 関 す る 相 談 窓 口 等 情 報  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本資料は、新型コロナウイルス感染症に関し、関係機関が設置している相談窓

口について、関係機関が公表している情報を当局において確認し取りまとめた

ものです。 

 状況が刻々と変化する中、講じられる対策も刻々と変化しており、古い情報が

掲載されている場合があること、すべての情報を掲載しているものではないこ

とにご留意ください。 

 

中部管区行政評価局における受付 

当局では、緊急事態宣言が発令されている期間、対面相談を中止しておりますが、 

以下の方法でお問合せや相談を受け付けています。 

お困りごとがありましたら、どうぞお気軽にご利用ください。 

● 電話による相談受付：平日 8：30～17：30 

上記時間帯以外は留守番電話対応となります 

行政相談専用ダイヤル ０５７０-０９０１１０ 
 

● インタ-ネットによる相談受付 

URL：https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html 
 

● ＦＡＸによる相談受付 

０５２-９７２-７４１９ 

総務省 中部管区行政評価局 

〒４６０-０００１ 

愛知県名古屋市中区三の丸 2－5－1 

名古屋合同庁舎第２号館４階 

電 話：０５２-９７２-７４１５ 

  ＦＡＸ：０５２-９７２-７４１９  
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＜コロナワクチンナビ（厚生労働省）＞ 

新型コロナウイルスワクチン接種の総合案内として、新型コロナワクチンの接種会場を

探したり、どうやって接種を受けるかなどの情報を提供しています。 

・ホームページ（https://v-sys.mhlw.go.jp/） 

 

 

＜ワクチン接種に関する問い合わせ先＞ 

主な問い合わせ内容 問い合わせ先（電話番号） 対応時間 

接種会場、日時、接種券な

どワクチン接種に関する

一般的な問い合わせ 

市町村の相談窓口 （別添１をご参照ください。） 

ワクチン接種の効果や副

反応、新型コロナワクチン

副反応等見舞金などに関

する問い合わせ 

愛知県 

新型コロナウイルス感染症健康相談窓口 

（052-954-6272） 

【平日、土曜日、日曜日、祝日】 

 9:00～17:30 

【夜間・休日専用窓口】 

愛知県 

新型コロナウイルス感染症健康相談窓口 

（052-526-5887） 

【平日】 

 17:30～翌 9:00 

【土曜日、日曜日、祝日】 

 24 時間体制 

ワクチン施策等に関する

問い合わせ 

厚生労働省 

新型コロナワクチンコールセンター 

（0120-761-770） 

【平日、土曜日、日曜日、祝日】 

 日本語・英語・中国語・韓国語・ 

 ポルトガル語・スペイン語： 

 9:00～21:00、 

 タイ語：9:00～18:00、 

 ベトナム語：10:00～19:00 

 

 

 

 

  

１ 新型コロナワクチンに関する相談窓口 

https://v-sys.mhlw.go.jp/


 

 

 

○ 発熱等の症状が生じた場合は、まずは、かかりつけ医等に電話相談してください。 

○ かかりつけ医等を持たない場合や相談する医療機関に迷う場合は、愛知県健康フォロ

ーアップセンターへ電話相談してください。 

 

 
 

   ※ 愛知県庁 HP（https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/）より抜粋。 

 

 

 

２ 感染が疑われる場合の相談窓口 



【受診・相談窓口】 

 （医療機関にかかるときの留意点） 

 ・複数の医療機関を受診することにより感染を拡大した例がありますので、複数の医療

機関を受診することはお控えください。 

  なお、事前に電話連絡の上、医療機関の指示に従い受診して下さい。 

 ・医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット（咳やくし

ゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や

鼻をおさえる）の徹底をお願いします。 

 

（1）愛知県健康フォローアップセンター（受診・相談窓口） 

 

（ア）愛知県（名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市を除く） 

    開設時間 平日：9:00～17:30 

保健所名 電話番号（※） 所管区域 

瀬戸保健所 0561-21-1699 瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市 

春日井保健所 0568-37-3859 春日井市、小牧市 

江南保健所 0587-55-1699 犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町 

清須保健所 052-400-2499 稲沢市、清須市、北名古屋市、豊山町 

津島保健所 0567-24-6999 
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛

島村 

半田保健所 0569-21-3342 半田市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 

知多保健所 0562-32-1699 常滑市、東海市、大府市、知多市 

衣浦東部保健所 0566-22-1699 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市、みよし市 

西尾保健所 0563-54-1299 西尾市、幸田町 

新城保健所 0536-23-5999 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 

豊川保健所 0533-86-3177 豊川市、蒲郡市、田原市 

  ※一般電話相談窓口とは別の電話番号になっています。 

 

  ＜夜間・休日の受診相談窓口＞ 

   開設時間 平日夜間 ：17:30～翌 9:00 

土日・祝日：24 時間体制 

電話番号 052-526-5887 



（イ）名古屋市 

   開設時間 毎日：24 時間体制 

 電話番号 

受診・相談センター 

（コールセンター） 
050-3614-0741 

 

 

（ウ）豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市 

保健所名 開設時間 電話番号 

豊橋市保健所 24 時間体制（コールセンター） 0532-39-9119 

岡崎市保健所 

平日：9:00～17:00 0564-23-5074 

平日夜間：17:00～翌 9:00（コールセンター） 

土日・祝日：24 時間体制（コールセンター） 
052-856-0318 

一宮市保健所 

昼間：8:45～17:00 0586-52-3850 

夜間：17:00～翌 8:45（コールセンター） 052-856-0315 

豊田市保健所 

昼間：9:00～17:00 0565-34-6070 

夜間：17:00～翌 9:00 050-3665-8019 

 

  



（2）愛知県救急医療情報センター 

  かかりつけの診療所・病院が開いていないとき、愛知県救急医療情報センターにおい

ても、診療・検査医療機関を案内しています。 

 

 開設時間 毎日：24 時間体制 

 ＜市外局番別の愛知県救急医療情報センター電話番号＞ 

地域 電話番号 

名古屋 052-263-1133 

豊橋  0532-63-1133 

岡崎 0564-21-1133 

一宮 0586-72-1133 

瀬戸 0561-82-1133 

半田 0569-28-1133 

春日井 0568-81-1133 

津島 0567-26-1133 

刈谷 0566-36-1133 

豊田 0565-34-1133 

西尾 0563-54-1133 

尾張横須賀 0562-33-1133 

新城 0536-22-1133 

設楽 0536-62-1133 

田原 0531-23-1133 

 

 

  



 

 

 

＜厚生労働省・新型コロナウイルス感染症相談窓口＞ 

・0120-565653（フリーダイヤル） 

 受付時間：下記参照（土日・祝日も実施） 

 日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語：9:00～21:00、 

 タイ語：9:00～18:00、ベトナム語：10:00～19:00 

 

 

＜愛知県保健所（名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市以外にお住まいの方）＞ 

保健所名 
電話番号 

平日 9:00～17:00 
所管区域 

瀬戸保健所 0561-82-2196 瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、東郷町、長久手市 

春日井保健所 0568-31-2188 春日井市、小牧市 

江南保健所 0587-56-2157 犬山市、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町 

清須保健所 052-401-2100 稲沢市、清須市、北名古屋市、豊山町 

津島保健所 0567-26-4137 
津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、 

飛島村 

半田保健所 0569-21-3341 半田市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 

知多保健所 0562-32-6211 常滑市、東海市、大府市、知多市 

衣浦東部保健所 0566-21-4797 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市、みよし市 

西尾保健所 0563-56-5241 西尾市、幸田町 

新城保健所 0536-22-2203 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 

豊川保健所 0533-86-3188 豊川市、蒲郡市、田原市 

 

 

 

  

３ 一般的な相談窓口 



＜名古屋市にお住まいの方＞ 

保健センター 担当 
電話番号 

平日 8:45～17:15 左記以外の時間 

千種保健センター 感染症対策等担当 052-753-1982 

受診・相談センター 

050-3614-0741 

東保健センター 感染症対策等担当 052-934-1218 

北保健センター 感染症対策等担当 052-917-6552 

西保健センター 感染症対策等担当 052-523-4618 

中村保健センター 感染症対策等担当 052-481-2295 

中保健センター 感染症対策等担当 052-265-2262 

昭和保健センター 感染症対策等担当 052-735-3964 

瑞穂保健センター 感染症対策等担当 052-837-3264 

熱田保健センター 感染症対策等担当 052-683-9683 

中川保健センター 感染症対策等担当 052-363-4463 

港保健センター 感染症対策等担当 052-651-6537 

南保健センター 感染症対策等担当 052-614-2814 

守山保健センター 感染症対策等担当 052-796-4623 

緑保健センター 感染症対策等担当 052-891-3623 

名東保健センター 感染症対策等担当 052-778-3114 

天白保健センター 感染症対策等担当 052-807-3917 

 

 

＜豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市にお住まいの方＞ 

市 電話番号 時間 

豊橋市（豊橋市保健所内） 0532-39-9119 9:00～17:00 

岡崎市（岡崎市保健所内） 0564-23-5068 9:00～17:00（平日） 

一宮市（一宮市保健所内） 0586-52-3854 8:30～17:15（平日） 

豊田市（豊田市新型コロナ相談センター） 0565-34-6070 9:00～17:00 

 

  



＜愛知県の各種相談窓口＞ 

 

【新型コロナウイルス感染症「県民相談総合窓口」（コールセンター）】 

 ・052-954-7453 

  対応時間：9:00～17:00（土日・祝日を含む毎日） 

 

 

【新型コロナウイルス感染症が心配な時の看護師による一般相談窓口（健康相談）】 

《愛知県感染症対策局感染症対策課》 

 ・052-954-6272 

  対応時間：9:00～17:30（土日・祝日を含む毎日） 

 

 

【相談窓口が分からない方への総合案内】 

《愛知県県民相談・情報センター》 

・052-962-5100 

 対応時間：9:00～17:15（平日のみ） 

 

《西三河県民相談室》 

・0564-27-0800 

 対応時間：9:00～17:15（平日のみ） 

 

《東三河県民相談室》 

 ・0532-52-7337 

 対応時間：9:00～17:15（平日のみ） 

 

 

  



 

 

 

＜雇用調整助成金については、項目 11（P18）をご覧ください＞ 

 

（１）愛知県商工会議所連合会（https://www.aichipf-cci.jp/） 

商工会議所 電話番号 商工会議所 電話番号 

名古屋商工会議所 052-223-5610 安城商工会議所 0566-76-5175 

岡崎商工会議所 0564-53-6161 西尾商工会議所 0563-56-5151 

豊橋商工会議所 0532-53-7211 津島商工会議所 0567-28-2800 

半田商工会議所 0569-21-0311 春日井商工会議所 0568-81-4141 

一宮商工会議所 0586-72-4611 稲沢商工会議所 0587-81-5000 

瀬戸商工会議所 0561-82-3123 常滑商工会議所 0569-34-3200 

蒲郡商工会議所 0533-68-7171 江南商工会議所 0587-55-6245 

豊川商工会議所 0533-86-4101 小牧商工会議所 0568-72-1111 

刈谷商工会議所 0566-21-0370 犬山商工会議所 0568-62-5233 

豊田商工会議所 0565-32-4567 東海商工会議所 0562-33-2811 

碧南商工会議所 0566-41-1100 大府商工会議所 0562-47-5000 

 

 

（２）日本政策金融公庫（https://www.jfc.go.jp/） 

支店等 国民生活事業 中小企業事業 農林水産事業 

名古屋支店 0570-053634 052-551-5181 052-582-0741 

名古屋中支店 0570-053502 ― ― 

熱田支店 0570-053569 052-682-7881 ― 

豊橋支店 0570-054351 ― ― 

岡崎支店 0570-054689 0564-65-3025 ― 

一宮支店 0570-054412 ― ― 

事業資金相談ダイヤル 0120-154-505 

 ・国民生活事業…個人企業や小規模企業の方・創業をお考えの方（ナビダイヤル） 

 ・中小企業事業…中小企業向け長期事業資金をご希望の方 

 ・農林水産事業…農林漁業や国産農林水産物の食品加工・流通業の方 

 ・支店の営業時間：平日 9:00～17:00 

 ・事業資金相談ダイヤル：平日 9:00～17:00 

   ※これから創業をお考えの方、創業して間もない方、個人企業・小規模企業の方は、 

    平日 9:00～19:00 

   ※音声ガイダンスが流れた後に、ご希望のサービスメニューの選択番号を押してください。 
 

 

 

４ 事業者向け相談窓口 



（３）商工中金（https://www.shokochukin.co.jp/） 

支店等 電話番号 備考 

名古屋支店 052-951-7581 
既にご融資のある方は 

お取引のある店舗に 

お問い合わせください 

熱田支店（名古屋支店内） 052-951-7581 

豊橋支店 0532-52-0221 

新型コロナウイルス感染症にかかるお問い合わせ 0120-542-711 はじめての方 

 ・受付時間：平日 9:00～17:00 

 

 

（４）日本政策投資銀行 

  《東海支店（愛知、岐阜、静岡、三重）》 

   052-589-6891（平日 9:00～17:00） 

 

 

（５）一般社団法人全国信用保証協会連合会 

  《愛知県信用保証協会》 

   0120-454-754（平日 9:00～17:00） 

 

 《名古屋市信用保証協会》 

 052-212-3011（平日 9:00～17:15） 

 

 

（６）金融庁では、以下の相談窓口を開設しています。 

・相談窓口：新型コロナウイルスに関する相談ダイヤル 

・電話番号：0120-156811（平日 10:00～17:00） 

 

 

（７）東海財務局では、新型コロナウイルスに関連する金融機関等とのお取引に関しての

お問い合わせ、ご相談を電話により受け付けています。 

・相談窓口：新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤル（東海） 

・電話番号：052-687-1887（平日 9:00～16:00） 

 

 

（８）愛知労働局では、新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口を開設

しています。 

  《愛知労働局 雇用環境・均等部 指導課》 

   ・住所：名古屋市中区三の丸 2-2-1（名古屋合同庁舎第１号館８階） 

 ・電話：052-972-0266 

 ・開設時間：平日 9:30～17:00 

 



  《名古屋北労働基準監督署》 

 ・住所：名古屋市東区白壁 1-15-1（名古屋合同庁舎第 3 号館 8 階） 

 ・開設時間：平日９:30～17:00 

 

  《名古屋中公共職業安定所》 

 ・住所：名古屋市中区錦 2-14-25（ヤマイチビル） 

 ・開設時間：平日 8:30～17:00 

 

 

（９）東海農政局では、新型コロナウイルス感染症対策に関する生産者からの相談や問合

せに対応する窓口を開設しています。 

   ・相談窓口：新型コロナウイルス感染症対策東海農政局相談窓口（企画調整室） 

   ・電話番号：052-223-4609（平日 9:00～17:00） 

 

 

（10）中部経済産業局では、新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援と

して、相談窓口を開設しています。 

   ・相談窓口：新型コロナウイルスに関する経営相談窓口（中小企業課） 

   ・電話番号：052-951-2748（平日 9:00～17:00） 

 

 

（11）中部運輸局では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、観光客の減少・物流の

停滞等、経営環境の変化に直面している運輸関係等事業者の不安を解消するため、

中部運輸局内に特別相談窓口を設置しています。 

対象 設置場所 電話番号 

旅行業、宿泊事業 中部運輸局 観光部 観光企画課 052-952-8045 

通訳案内士 中部運輸局 観光部 国際観光課 052-952-8005 

自動車運送事業・レンタカー事業 

 バス・タクシー・レンタカー 
中部運輸局 自動車交通部 旅客第一課 052-952-8035 

中部運輸局 愛知運輸支局 輸送担当 052-351-5312 

 トラック 
中部運輸局 自動車交通部 貨物課 052-952-8037 

中部運輸局 愛知運輸支局 輸送担当 052-351-5312 

海事関係事業 

 旅客船 中部運輸局 海事振興部 旅客課 052-952-8013 

 貨物船・港湾運送 中部運輸局 海事振興部 貨物・港運課 052-952-8014 

 造船・舶用工業 中部運輸局 海事振興部 船舶産業課 052-952-8020 

 

  



 

 

 

○ 愛知労働局では、新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口を開設し

ています。 

 

 【特別労働相談窓口】 

  《愛知労働局 雇用環境・均等部 指導課》 

   ・住所：名古屋市中区三の丸 2-2-1（名古屋合同庁舎第１号館８階） 

 ・電話：052-972-0266 

 ・開設時間：平日 9:30～17:00 

 

  《名古屋北労働基準監督署》 

 ・住所：名古屋市東区白壁 1-15-1（名古屋合同庁舎第 3 号館 8 階） 

 ・開設時間：平日９:30～17:00 

 

  《名古屋中公共職業安定所》 

 ・住所：名古屋市中区錦 2-14-25（ヤマイチビル） 

 ・開設時間：平日 8:30～17:00 

 

 【派遣労働者特別相談窓口】 

  《需給調整事業部》 

 ・住所：名古屋市中区錦 2-14-25（ヤマイチビル 12 階） 

 ・電話：052-685-2555 

 ・開設時間：平日 8:30～17:15 

  

５ 労働者向け相談窓口 



 

 

 

○ 文部科学省では、新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめなどでつらい思いを

した場合の相談窓口として、既設の「24 時間子供 SOS ダイヤル」で相談を受けてい

ます。 

 

《24 時間子供 SOS ダイヤル》 

・0120-0-78310（全国統一番号） 

（原則として電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続） 

 

 

○ 法務省では、新型コロナウイルスのみならず、不当な差別やいじめ等の様々な人権問題

についての相談窓口として、以下の連絡先を案内しています。 

 

《子どもの人権 110 番》 

・0120-007-110（全国共通・無料） 

（受付時間：平日 8:30～17:15） 

 

  《みんなの人権 110 番》 

・0570-003-110（全国共通人権相談ダイヤル） 

 （受付時間：平日 8:30～17:15） 

 

《外国語人権相談ダイヤル》 

・0570-090-911（全国共通） 

（受付時間：平日 9:00～17:00） 

【対応言語】 

     英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語、 

     ネパール語、スペイン語、インドネシア語、タイ語 

※この電話は民間の多言語電話通訳サービス提供事業者に接続の上、 

管轄の法務局・地方法務局につながります。 

 

  

６ こども向け相談窓口 



 

 

 

○ 外国人在留支援センター（FRESC）では、新型コロナウイルス感染症の影響で困って

いる外国人のための電話相談窓口「FRESC ヘルプデスク」を開設しています。 

・0120-76-2029（フリーダイヤル） 

・対応時間：平日 9:00～17:00（土日・祝日は休み） 

・対応言語：やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、 

ベトナム語、ネパール語、タイ語、インドネシア語、 

フィリピノ（タガログ）語、ミャンマー語、クメール（カンボジア）語、 

モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥー語、ベンガル語 

・ホームページ（http://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc01.html） 

 

 

○ 日本政府観光局（JNTO）では、非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のため、365

日、24 時間、多言語で対応するコールセンター「Japan Visitor Hotline」を開設し

ており、新型コロナウイルス関連のお問い合わせにも対応しています。 

・050-3816-2787 

・対応時間：365 日 24 時間 

・対応言語：英語、中国語、韓国語、日本語 

・対応範囲：緊急時案内（病気・事故等）、災害時案内、一般観光案内 

・ホームページ（https://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000311.html） 

 

 

○ AMDA 国際医療情報センターでは、多言語で外国語の通じる医療機関の案内や日本の

医療福祉制度の案内をしています。 

・03-6233-9266 

・対応時間：平日 10:00～16:00（祝日、年末年始を除く） 

・対応言語：やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、タイ語、 

ポルトガル語、フィリピン語、ベトナム語、日本語  

※相談日は曜日で交替 

・対応範囲：電話医療相談、電話医療通訳（15;00 まで）※相談・通訳料は無料 

  ・ホームページ（https://www.amdamedicalcenter.com） 

 

 

  

７ 外国人向け相談窓口 



 

 

 

○ 消費者トラブルの相談窓口 

 

《消費者ホットライン 188（消費者庁）》 

・局番なしの「188」 

    ※お近くの市区町村や都道府県の消費生活センター等の消費生活相談窓口をご案

内します。（土曜、日曜、祝日を含む） 

 

《平日バックアップ相談（国民生活センター）》 

・03-3446-1623  

 ※消費者ホットラインが話中でつながらない場合、国民生活センターの「平日バ

ックアップ相談」もご利用いただけます。 

（受付時間：平日の 10:00～12:00、13:00～16:00） 

 

  《愛知県消費生活総合センター（愛知県消費生活相談）》 

   ・052-962-0999 

    （受付時間：平日 9:00～16:30、土日 9:00～16:00、祝日、年末年始は除く） 

    ※愛知県内の各市町村でも消費生活相談を受け付けています。 

 

  

８ 新型コロナウイルスを口実にした消費者トラブル相談窓口 



 

 

 

○ 住居確保給付金とは、新型コロナウイルス感染症の影響による休業等に伴う収入減少

等により、住居を失うおそれが生じている方等に対して、安定した住まいの確保を支援

するものです。 

 

 
※ 厚生労働省 HP（https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/flow.html） 

  より抜粋。 

 

○ 住居確保給付金の申請や相談などの詳細については、お住まいの自治体の申込・相談窓

口にお問い合わせください。愛知県内における申込・相談窓口は、別添２をご参照くだ

さい。 

 

○ 厚生労働省では、住居確保給付金に関する相談として以下の連絡先を案内しています。 

  《住居確保給付金相談コールセンター》 

   ・0120-23-5572（フリーダイヤル） 

    （受付時間：9:00～17:00（平日のみ） 

 

○ 住宅ローンについて、住宅金融支援機構や各銀行等において返済期間の延長など条件

変更の対応を行っている場合があります。住宅ローンの条件変更については、各銀行等

にお問合せください。 

・住宅金融支援機構ホームページ 

（https://www.jhf.go.jp/topics/topics_20200323_im.html） 

 

  

９ 住居確保給付金に関する相談窓口 



 

 

 

 

○ 愛知県社会福祉協議会で受け付けていた生活福祉資金の特例貸付「緊急小口資金」及び

「総合支援資金（初回貸付）」については、令和 4 年 9 月 30 日に申請受付が終了し

ました。 

 

○ 特例貸付の返済に関する問い合わせ先 

＜愛知県社会福祉協議会 特例貸付償還事務センター＞ 

・052-684-9766（平日：9:00～17:00） 

 

 

 

 

○ 愛知県社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度には、「総合支援資金」、「福祉資金」、

「教育支援資金」、「不動産担保型生活資金」の種類があります。借入れについてのご相

談、お申し込みはお住まいの市区町村社会福祉協議会で行っています。 

○ 愛知県内の市区町村社会福祉協議会は、別添３をご参照ください。 

 

 

 

 

○ 雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」

を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、

「雇用調整（休業）」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するもの

です。 

 

○ お問い合わせ等につきましては、下記連絡先へご連絡ください。 

＜愛知労働局・公共職業安定所（ハローワーク）＞ 

 お問い合わせ先一覧は、別添 4 をご参照ください。 

 ・あいち雇用助成室 第三係 

  電話：052-219-5518 FAX：052-219-5540 

  〒460-0003 名古屋市中区錦 2-14-25（ヤマイチビル 11 階） 

  受付時間：8:30～17:15（土日祝祭日及び 12 月 29 日～1 月 3 日を除く） 

 

＜厚生労働省＞ 

  「雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター」 

・0120-603-999（フリーダイヤル） 

 受付時間：9:00～21:00（土日・祝日含む） 



  

 

 

○ Go To トラベル事業（国土交通省） 

 

＜Go To トラベル旅行者用コールセンター＞ 

0570-002-442 （ナビダイヤル） 

（受付時間：平日 10:00～17:00） 

 

＜Go To トラベル事業者用コールセンター＞ 

0570-017-345 （ナビダイヤル） 

（受付時間：平日 10:00～17:00） 

 

 

○ Go To Eat キャンペーン（農林水産省） 

 

＜Go To Eat キャンペーンコールセンター＞ 

0570-029-200 

（受付時間：10:00～17:00（12 月 29 日～1 月 3 日を除く）） 

 

 

○ がんばろう！商店街事業（旧 Go To 商店街事業）（経済産業省） 

 

＜がんばろう！商店街事務局コールセンター＞ 

0120-339-510 

（受付時間：10:00～18:00（土日、祝日は除く）） 
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市町村の新型コロナワクチン接種に関する相談窓口一覧 
市町村名 電話番号 受付日 受付時間

備考（聴覚障害者相談用ＦＡＸ番号、
多言語対応情報）

名古屋市 050-3135-2252 毎日 午前9時 午後5時30分 FAX:052-972-4386

豊橋市 0570-09-5670 毎日（年末年始は除く） 午前8時30分 午後5時15分 FAX:0532-38-0780

岡崎市 0570-049-900 毎日（年末年始は除く） 午前9時 午後6時
FAX:050-3512-4223

cvaccine@city.okazaki.lg.jp

一宮市 0586-52-7755 毎日 午前8時30分 午後5時15分 FAX:0586-72-2056

瀬戸市 0561-56-0200 毎日 午前8時30分 午後5時15分

半田市 0120-228-567 毎日 午前9時 午後9時
英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、

スペイン語、ベトナム語対応

春日井市 0120-567-350
平日、土曜日

（祝日、年末年始は除く）
午前9時 午後6時

豊川市 0533-56-2210 毎日 午前9時 午後5時
英語（平日）、中国語（木曜日）
ポルトガル語（水・金曜日）
FAX:0533-89-5960

津島市 0567-22-2115 平日 午前8時30分 午後5時15分

碧南市 0566-48-8011 平日 午前9時 午後5時
ポルトガル語（火・木曜日）
ベトナム語（火・木曜日）
FAX:0566-48-2165

刈谷市 0570-047-055
平日、土曜日

（祝日、年末年始は除く）
午前9時 午後6時

FAX:0566-26-0505
kenkou@city.kariya.lg.jp

豊田市 0565-34-6975 毎日 午前9時 午後5時 FAX:0565-34-6929

安城市 0566-91-3567 平日 午前8時30分 午後5時15分 ポルトガル語対応

西尾市 0563-32-0832 毎日 午前9時 午後5時
ポルトガル語、ベトナム語

（土曜日）

蒲郡市 0533-56-2353 毎日 午前9時 午後5時
英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、
フィリピン語、韓国・朝鮮語（毎日）

FAX:0533-67-9101

犬山市 0568-39-5795 毎日（年末年始は除く） 午前9時 午後5時
英語、スペイン語、ポルトガル語

（月・水・金曜日）

常滑市 0120-277-323 毎日（年末年始は除く） 午前9時 午後5時

江南市 0587-50-0150 毎日（祝日は除く） 午前8時30分 午後5時

小牧市 0568-48-7311 平日 午前9時 午後5時 ポルトガル語、スペイン語、英語対応

稲沢市 0120-542-500
平日、日曜日
（祝日は除く）

午前9時 午後6時

新城市 0536-22-0290
平日、土曜日

（祝日、年末年始は除く）
午前9時 午後5時 FAX:0536-24-9008

東海市
0120-123-912
052-601-6555

毎日 午前9時 午後5時

大府市
0120-08-5544
0562-38-5544

毎日（年末年始は除く） 午前9時 午後8時

知多市 0120-165-569 毎日（年末年始は除く） 午前8時30分 午後5時15分

知立市 0566-93-3320
平日、土曜日
（祝日は除く）

午前9時 午後5時
ポルトガル語、英語、

タガログ語、ベトナム語対応

尾張旭市 0561-55-0911
平日、土曜日
（祝日は除く）

午前9時 午後5時

高浜市 0566-53-5353
平日、土曜日
（祝日は除く）

午前9時 午後5時 ポルトガル語、ベトナム語対応

0120-056-712 毎日 午前9時 午後7時

0587-37-3511 平日 午前8時30分 午後5時
FAX:0587-37-3931

coronataisaku@city.iwakura.lg.jp
岩倉市

【別添１ 愛知県HPより】



新型コロナワクチンに便乗した詐欺、行政機関を
かたった「なりすまし」にご注意ください  

2022 年 9月作成 

市町村名 電話番号 受付日 受付時間
備考（聴覚障害者相談用ＦＡＸ番号、

多言語対応情報）

豊明市 0562-92-8362 平日（祝日は除く） 午前9時 午後5時

日進市 0120-833-667 毎日（年末年始は除く） 午前9時 午後5時 FAX:0561-74-0244

田原市 0570-07-5670 毎日 午前9時 午後5時 FAX:0531-23-3810

0120-890-034 毎日 午前9時 午後4時

0567-28-5833 平日 午前8時30分 午後5時15分 FAX:0567-28-8001

清須市
052-408-0900
0120-80-5670

平日、土曜日
（祝日も受付）

午前9時 午後5時 FAX:052-400-2963

北名古屋市 0568-22-8809 平日 午前9時 午後5時 FAX:0568-23-0501

弥富市 0567-66-0097 平日 午前8時30分 午後5時15分

みよし市
0570-03-5675
0120-489-116

毎日 午前9時 午後5時

あま市 0120-301-339 毎日 24時間

長久手市 0561-56-0120 毎日（祝日は除く） 午前9時 午後4時45分

東郷町 0120-307-345 毎日（年末年始は除く） 午前9時 午後5時

豊山町 0568-39-6166 平日 午前9時 午後5時

大口町 0120-861-501
平日

（祝日、年末年始は除く）
午前9時 午後5時 FAX:0587-94-0052

扶桑町 0120-002-720 毎日 午前8時30分 午後5時15分

大治町 052-444-8211 平日 午前8時30分 午後5時

蟹江町 0567-94-3211
平日

（祝日、年末年始は除く）
午前9時 午後5時

飛島村 0567-52-1001
平日

（祝日、年末年始は除く）
午前8時30分 午後5時15分

阿久比町 0569-48-0900 平日（祝日は除く） 午前8時30分 午後5時15分

東浦町 0562-84-3415 平日（祝日は除く） 午前9時 午後5時15分 FAX:0562-83-9678

南知多町 0800-222-5150 毎日（年末年始は除く） 午前9時 午後5時

美浜町 0800-300-1900 平日 午前9時 午後5時

0569-47-7155 平日（祝日は除く） 午前9時 午後5時

幸田町 0570-090-072 毎日 午前9時 午後6時

英語、韓国語、中国語、ベトナム語
ポルトガル語の5言語を三者通話で対応可能

FAX:050-3512-1453
kenko@town.kota.lg.jp

設楽町 0536-62-2121 平日 午前9時 午後5時

東栄町 0536-76-1815 平日 午前9時 午後5時

豊根村 0536-85-1313 平日 午前8時30分 午後5時

武豊町

愛西市

※年末年始の具体的な日にちは市町村によって異なります。



窓口名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

西区、中村区、中
区、中川区

名古屋市仕事・暮らし自立サポート
センター名駅

名古屋市中村区名駅南1丁目5番17号
ネットプラザ柳橋ビル3階

052-446-7333 052-446-7555

熱田区、南区、瑞穂
区、緑区、港区、天
白区

名古屋市仕事・暮らし自立サポート
センター金山

名古屋市熱田区新尾頭2丁目2番7号
富春ビル4階

052-684-8131 052-684-8132

千種区、東区、北
区、昭和区、守山
区、名東区

名古屋市仕事・暮らし自立サポート
センター大曽根

名古屋市北区大曽根4丁目17番23号
イトーピア大曽根1階

052-508-9611 052-508-9612

豊橋市生活福祉課 豊橋市今橋町1 0532-51-2313 0532-56-5134

岡崎市ふくし相談課 岡崎市十王町2丁目9番地 0564-23-6865 0564-23-7987

豊田市福祉総合相談課 豊田市西町3丁目60番地 0565-34-6791 0565-33-2940

一宮市福祉総務課福祉総合相談室 一宮市本町2丁目5番6号 0586-28-9145 0586-73-9270

瀬戸市社会福祉課保護係
仕事・生活自立相談窓口

瀬戸市追分町64番地の1 0561-88-2545 0561-88-2615

半田市生活援護課
くらし相談室～あんしん半田～

半田市東洋町2丁目1番地 0569-84-0677 0569-25-3254

自立支援相談コーナー
(春日井市社会福祉協議会)

春日井市鳥居松町5丁目44番地 0568-85-6152 0568-85-5522

豊川市福祉課
豊川市くらし・しごと相談支援センター

豊川市諏訪1丁目1番地 0533-89-2252 0533-89-2137

生活支援相談窓口
(津島市社会福祉協議会)

津島市立込町2丁目21番地 0567-24-1111 0567-24-1138

碧南市社会福祉協議会地域福祉課 碧南市山神町8丁目35番地 0566-46-3701 0566-48-6522

刈谷市生活福祉課 刈谷市東陽町1丁目1番地 0566-62-1038 0566-24-2466

安城市社会福祉課福祉相談係 安城市桜町18番23号 0566-71-2245 0566-74-6789

西尾市福祉課保護担当 西尾市寄住町下田22番地 0563-65-2116 0563-56-0112

蒲郡市福祉課生活保護担当 蒲郡市旭町17番1号 0533-66-1104 0533-66-3130

犬山市福祉課庶務・生活保護担当 犬山市大字犬山字東畑36 0568-44-0320 0568-44-0364

くらし・ひきこもり相談支援センター
(常滑市社会福祉協議会)

常滑市神明町3丁目35番地 0569-43-0660 0569-43-0838

生活困窮者相談
(江南市社会福祉協議会)

江南市古知野町宮裏121番地 0587-53-8851 0587-59-8546

小牧市福祉総務課
生活自立相談支援窓口

小牧市堀の内3丁目1番地 0568-76-1196 0568-76-4595

福祉総合相談窓口
(稲沢市社会福祉協議会)

稲沢市稲府町1番地　稲沢市役所　東庁舎
内

0587-32-1484 0587-32-1219

新城市くらし・しごと
サポートセンター
(新城市社会福祉協議会)

新城市字東沖野20番地12 0536-24-9811 0536-23-5046

小牧市

稲沢市

新城市

西尾市

蒲郡市

犬山市

常滑市

江南市

豊川市

津島市

碧南市

刈谷市

安城市

豊田市

一宮市

瀬戸市

半田市

春日井市

名古屋市

令和4年度　住居確保給付金　申込・相談窓口

市町村

豊橋市

岡崎市

【別添２ 愛知県HPより】



窓口名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号

東海市社会福祉課自立生活支援相談
窓口

東海市中央町1丁目1番地 052-603-2211 052-603-4000

大府市地域福祉課自立相談支援窓口 大府市中央町5丁目70番地 0562-45-6228 0562-47-3150

知多市自立生活サポートセンター
(知多市社会福祉協議会)

知多市緑町32番地6 0562-39-3060 0562-39-3065

知立市自立相談支援センター
(知立市社会福祉協議会)

知立市八ツ田町泉43番地 0566-82-8833 0566-83-4070

尾張旭市福祉政策課福祉相談係
生活困窮に関する相談窓口

尾張旭市東大道町原田2600番地1 0561-76-8139 0561-52-3749

たかはま自立相談支援
センターこころん
(高浜市社会福祉協議会)

高浜市春日町5丁目165番地 0566-54-5563 0566-52-4100

生活自立支援相談室
(特定非営利活動法人ワーカーズコー
プ)

岩倉市栄町1丁目66番地 0587-38-5830 0587-38-1183

豊明市自立生活生活相談センター
よりそい
(豊明市社会福祉協議会)

豊明市新田町子持松1番地1 0562-91-3018 0562-93-3880

くらしサポート窓口
(日進市社会福祉協議会)

日進市蟹甲町池下268番地 0561-73-1497 0561-72-4554

田原市社会福祉協議会 田原市赤石2丁目2番地 0531-23-0610 0531-23-3970

愛西市保険福祉部社会福祉課 愛西市稲葉町米野308番地 0567-55-7115 0567-26-5515

清須市社会福祉課
くらし・しごとサポートセンター

清須市須ケ口1238番地 052-400-2911 052-400-2963

北名古屋市社会福祉協議会 北名古屋市西之保藤塚93番地 0568-25-8500 0568-25-1911

弥富市生活自立支援センター
(弥富市社会福祉協議会)

弥富市鯏浦町上本田95番地1 0567-65-8105 0567-65-8002

みよし市くらし・はたらく相談センター
(みよし市社会福祉協議会)

みよし市三好町湯ノ前4番地5 0561-33-5020 0561-34-6331

あま市社会福祉課
生活困窮者自立支援窓口

あま市甚目寺二伴田76番地 052-444-3135 052-443-3555

長久手市くらし・しごと・つながり
支援センター
(長久手市社会福祉協議会)

長久手市前熊下田171番地 0561-62-4700 0561-64-3838

愛知県尾張福祉相談センター
地域福祉課

名古屋市中区三の丸2丁目6番1号 052-961-1769 052-961-7288

愛知県海部福祉相談センター
地域福祉課

　
津島市西柳原町1丁目14 0567-24-2135 0567-24-2229

愛知県知多福祉相談センター
地域福祉課

半田市宮路町1番地1 0569-31-0121 0569-31-0131

社会福祉法人愛恵協会
(愛知県西三河福祉相談センターより
委託)

額田郡幸田町大字菱池字城山143番地1
幸田町障害者地域活動支援センターつど
いの家内

0564-63-1750 0564-63-1750

愛知県新城設楽福祉相談センター
地域福祉課設楽駐在

北設楽郡設楽町田口字川原田6番地18 0536-63-0070 0536-62-1879

尾張旭市

高浜市

岩倉市

豊明市

東海市

大府市

知多市

大治町、蟹江町、飛島村

阿久比町、東浦町、南知多町、
美浜町、武豊町

幸田町

設楽町、東栄町、豊根村

市町村

弥富市

みよし市

あま市

長久手市

東郷町、豊山町、大口町、
扶桑町

日進市

田原市

愛西市

清須市

北名古屋市

知立市



№ 地区 受付窓口名称 住所1 住所2 電話番号

1 愛知県
愛知県社会福祉協議会
（民生児童部）

名古屋市東区白壁一丁目50番地 愛知県社会福祉会館 052-212-5506

2 名古屋
名古屋市社会福祉協議会
（地域福祉推進部）

名古屋市北区清水四丁目17の1
名古屋市総合社会福祉会館
５階

052-911-3193

3 千種区 千種区社会福祉協議会 名古屋市千種区西崎町二丁目4番1号
千種区在宅サービスセン
ター内　1階

052-763-1531

4 東区 東区社会福祉協議会 名古屋市東区泉2-8-5 高岳げんき館 052-932-8204

5 北区 北区社会福祉協議会 名古屋市北区清水四丁目17番1号
北区在宅サービスセンター
内

052-915-7435

6 西区 西区社会福祉協議会 名古屋市西区花の木二丁目18番1号
西区役所等複合施設５階
西区在宅センター内

052-532-9076

7 中村区 中村区社会福祉協議会 名古屋市中村区名楽町四丁目7番18号
中村保健センター等複合施
設１階

052-486-2131

8 中区社 中区社会福祉協議会 名古屋市中区上前津二丁目12番23号
中区在宅サービスセンター
３階研修室

052-331-9951

9 昭和区 昭和区社会福祉協議会 名古屋市昭和区御器所三丁目18番1号
昭和区在宅サービスセン
ター内

052-884-5511

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

052-841-4063

11 熱田区 熱田区社会福祉協議会 名古屋市熱田区神宮三丁目1番15号 052-671-2875

12 中川区 中川区社会福祉協議会 名古屋市中川区小城町1-1-20
中川区在宅サービスセン
ター内

052-352-8257

13 港区 港区社会福祉協議会 名古屋市港区港楽二丁目6番32号 052-651-0305

14 南区 南区社会福祉協議会 名古屋市南区前浜通3-10 南区役所庁舎４階 052-823-2035

15 守山区 守山区社会福祉協議会
名古屋市守山区小幡南一丁目24番10
号

守山区在宅サービスセン
ター内

052-758-2011

16 緑区 緑区社会福祉協議会 名古屋市緑区鳴子町1‐7‐1
名古屋市緑区社会福祉会館
内

052-891-7638

17 名東区 名東区社会福祉協議会 名古屋市名東区上社一丁目802番地 上社ターミナルビル２階 052-726-8664

18 天白区 天白区社会福祉協議会 名古屋市天白区原一丁目301
原ターミナルビル３F　ボラ
ンティア室

052-809-5550

19 豊橋市 豊橋市社会福祉協議会 豊橋市前畑町115
市総合福祉センターあいト
ピア内 １階

0532-52-1111

20 岡崎市
岡崎市社会福祉協議会
サービスセンター内特設窓口

岡崎市康生通南3-56
岡崎市社会福祉協議会サー
ビスセンター

0564-23-8799

21 一宮市 一宮市社会福祉協議会 一宮市栄3-1-2 尾張一宮駅前ビル４階 0586-85-7024

22 瀬戸市 瀬戸市社会福祉協議会 瀬戸市川端町1-31 やすらぎ会館　１階 0561-84-2011

23 半田市 半田市社会福祉協議会 半田市雁宿町1-22-1 半田市福祉文化会館内 0569-23-7361

24 春日井市 春日井市社会福祉協議会 春日井市浅山町1-2-61
市総合福祉ｾﾝﾀｰ内　1階相談
室

0568-86-9228

25 豊川市 豊川市社会福祉協議会 豊川市諏訪3-242 豊川市社会福祉会館内 0533-83-5211

26 津島市 生活支援相談窓口 津島市立込町2丁目21番地
津島市役所内　生活相談窓
口

0567-24-1111
（内線2136)

27 碧南市 碧南市社会福祉協議会 碧南市山神町8-35
へきなん福祉センターあい
くる１階

0566-46-3701

28 刈谷市 刈谷市社会福祉協議会 刈谷市下重原町3-120 0566-23-1600

29 豊田市
豊田市社会福祉協議会
地域福祉課（他各支所）

豊田市錦町一丁目１－１ 0565-34-1132

30 安城市 安城市社会福祉協議会 安城市赤松町大北78-4 安城市社会福祉会館内 0566-77-0284

31 西尾市 西尾市社会福祉協議会 西尾市花ﾉ木町2-1 市総合福祉センター内 0563-56-5900

32 蒲郡市 蒲郡市社会福祉協議会 蒲郡市神明町18-4 市勤労福祉会館内 0533-69-3911

33 犬山市 犬山市社会福祉協議会 犬山市松本町四丁目21番地 市民交流センター内 0568-62-2508

34 常滑市 常滑市社会福祉協議会 常滑市神明町3-35 0569-43-0660

35 江南市 江南市社会福祉協議会 江南市古知野町宮裏121 老人福祉センター内 0587-53-8851

36 小牧市 小牧市社会福祉協議会 小牧市小牧5-407
総合福祉施設ふれあいｾﾝﾀｰ
内

0568-77-0123

【別添３ 愛知県社会福祉協議会HPより】



37 稲沢市 稲沢市社会福祉協議会 稲沢市稲府町1番地 市役所東庁舎1階 0587-23-6713

38 新城市 新城市社会福祉協議会 新城市字東沖野20-12 しんしろ福祉会館内２Ｆ 0536-24-9811

39 東海市 東海市社会福祉協議会 東海市荒尾町西廻間2-1 しあわせ村内 052-689-1605

40 大府市 大府市社会福祉協議会 大府市東新町1-219
大府市社会福祉協議会内
２階　会議室

0562-48-1805

41 知多市 知多市社会福祉協議会 知多市緑町32-6 0562-39-3060

42 知立市 知立市社会福祉協議会 知立市八ﾂ田町泉43
市福祉の里八ﾂ田内 知立市
社会福祉協議会

0566-82-8833

43 尾張旭市 尾張旭市社会福祉協議会 尾張旭市新居町明才切57 0561-54-4540

44 高浜市 高浜市社会福祉協議会 高浜市春日町五丁目165番地 いきいき広場　２階 0566-54-5563

45 岩倉市 岩倉市社会福祉協議会 岩倉市西市町無量寺2-1
岩倉市社会福祉協議会　ふ
れあいセンター内２階

0587-37-3135

46 豊明市 豊明市社会福祉協議会 豊明市新田町吉池18-3 市総合福祉会館内 0562-93-5051

47 日進市 日進市社会福祉協議会 日進市蟹甲町中島22
日進市中央福祉センター内
１階　相談室

0561-73-4885

48 田原市 田原市社会福祉協議会 田原市赤石二丁目2番地 0531-23-0610

49 愛西市 愛西市社会福祉協議会 愛西市江西町宮西38
愛西市八開総合福祉セン
ター内

0567-37-3313

50 清須市 清須市社会福祉協議会 清須市一場古城604-15
清須市清洲総合福祉セン
ター内

052-401-0031

51 北名古屋市北名古屋市社会福祉協議会 北名古屋市西之保藤塚93 0568-25-8500

52 弥富市 弥富市社会福祉協議会 弥富市鯏浦町上本田95-1 弥富市総合福祉センター内 0567-65-8105

53 みよし市 みよし市社会福祉協議会 みよし市三好町字陣取山39-5
みよし市立福祉センター内
２階　相談室

0561-34-1588

54 あま市 あま市社会福祉協議会 あま市西今宿字馬洗46
あま市甚目寺総合福祉会館
内

052-443-4291

55 長久手市 長久手市社会福祉協議会 長久手市前熊下田171 長久手市福祉の家内 0561-62-4700

56 東郷町 東郷町社会福祉協議会 愛知郡東郷町大字諸輪字北山 158-90 福祉センター内２階 0561-37-5411

57 豊山町 豊山町社会福祉協議会 西春日井郡豊山町大字豊場字諏訪270 0568-29-0002

58 大口町 大口町社会福祉協議会 丹羽郡大口町伝右1-35
健康文化センター　２階
相談室

0587-94-0060

59 扶桑町 扶桑町社会福祉協議会 丹羽郡扶桑町大字斎藤字榎230番地 町総合福祉ｾﾝﾀｰ内 0587-93-4300

60 大治町 大治町社会福祉協議会 海部郡大治町大字砂子字西河原18
大治町総合センター　１階
相談室等

052-442-0990

61 蟹江町 蟹江町社会福祉協議会
海部郡蟹江町大字西之森字海山326番
地3

蟹江町多世代交流施設「泉
人」内

0567-96-2940

62 飛島村 飛島村社会福祉協議会 海部郡飛島村竹之郷五丁目43 ふれあいの郷内 0567-52-4334

63 阿久比町 阿久比町社会福祉協議会 知多郡阿久比町大字卯坂字丸の内85
阿久比町社会福祉協議会
オアシスセンター３階

0569-48-1111
（内線1523）

64 東浦町 東浦町社会福祉協議会 知多郡東浦町大字石浜字岐路23-1 東浦町福祉センター 0562-84-3741

65 南知多町 南知多町社会福祉協議会 知多郡南知多町大字豊浜字須佐ヶ丘1
南知多ＪＡ会館　１階　相
談室

0569-65-2687

66 美浜町 美浜町社会福祉協議会 知多郡美浜町北方1-1
美浜町社会福祉会館内　相
談室

0569-83-2066

67 武豊町 武豊町社会福祉協議会 知多郡武豊町長尾山2 武豊町思いやりセンター内 0569-73-3104

68 幸田町 幸田町社会福祉協議会 額田郡幸田町大字菱池字錦田82-4
幸田町福祉サービスセン
ター内

0564-62-7171

69 設楽町 設楽町社会福祉協議会 北設楽郡設楽町大字田口字向木屋4 0536-62-1848

70 東栄町 東栄町社会福祉協議会
北設楽郡東栄町大字本郷字南万場14-
1

東栄町産業会館内１階 0536-76-1740

71 豊根村 豊根村社会福祉協議会 北設楽郡豊根村上黒川字長野田26 0536-85-1562
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0568-61-2187

0533-86-3178

0533-67-8609

0536-22-1160

0568-81-5167

0565-31-1400(31#)

0567-43-3911

0566-21-5003

0566-41-0327

0563-56-3622

0532-52-7191(32#)

0564-52-8609(31#)

0586-45-2048 (31#)

0569-21-0023(31#)

0561-82-5123

電話番号
052-219-5518

052-855-3740(34#)

052-681-1215

052-686-4484

瀬戸市・尾張旭市

豊田市・みよし市

津島市・愛西市・稲沢市（平和
町）・弥富市・あま市・海部郡

刈谷市・安城市・知立市・
高浜市・大府市

碧南市

西尾市

犬山市・江南市・岩倉市・丹羽郡

豊川市

蒲郡市

新城市・北設楽郡

春日井市・小牧市

ー

西区・中村区・中区・中川区・
北区・北名古屋市・清須市・

西春日井郡

瑞穂区・熱田区・港区・南区・緑
区・豊明市

千種区・昭和区・名東区・
天白区・東区・守山区・日進市・

長久手市・愛知郡

豊橋市・田原市

岡崎市・額田郡

一宮市・稲沢市（平和町を除く）

半田市・常滑市・東海市・
知多市・知多郡

豊田ハローワーク

津島ハローワーク

刈谷ハローワーク

西尾ハローワーク

犬山ハローワーク

豊川ハローワーク

新城ハローワーク

春日井ハローワーク

蒲郡出張所

碧南出張所

瀬戸ハローワーク

管轄お問い合わせ先
あいち雇用助成室

名古屋中ハローワーク

名古屋南ハローワーク

名古屋東ハローワーク

豊橋ハローワーク

岡崎ハローワーク

一宮ハローワーク

半田ハローワーク

【別添４ 厚生労働省HPより】




