
番号 名称 所在地 電話番号 開所時間 休所日 種別 最寄りの駅・バス停

名東区役所（福祉課福祉係） 上社 2-50 778-3092 8時45分～17時15分 土・日・祝・年 行政  上社or 本郷

名東保健所（保健予防課保健感染症係） 上社 2-50 778-3112 8時45分～17時15分 土・日・祝・年 行政  上社or 本郷

基幹相談支援センターかみやしろ 社台3-109 第九ヤマケンビル2F 739-7524 9時～17時 土・日・祝・年 基幹  上社

基幹相談支援センターきふね 勢子坊2-1303 702-2863 9時～17時 土・日・祝・年 基幹  障害者スポーツセンター

ひまわりの風 梅森坂3-3607 709-3811 9時45分～17時15分 土・日・祝・盆・年 指定  梅森荘

相談支援事業所TUTTI 藤森西町301-1 760-5055 9時～17時 水・日・祝・盆・年 指定  新藤森橋

杜の家 梅森坂3-4101 709-3813 9時～17時 土・日・祝・盆・年 指定  梅森荘

藤森相談事業所 藤里町410 739-7725 9時～17時 土・日・祝 指定  新藤森橋

指定相談事業所はまなす 高針台1-911 704-7551 8時30分～17時30分 土・日・祝 指定  極楽西

本郷相談支援事業所 朝日が丘101 ラ・メゾン藤ヶ丘9Ｃ号室 768-5602 9時～17時 土・日・祝・年 指定  藤が丘

相談支援事業所ポコッチェリ 大針1-367 709-3685 9時～17時30分 土・日・祝・盆・年 指定  極楽

相談支援事業所風花 香坂113 香坂ＹＮ Ａ2号室 769-1015 9時～17時 土・日・祝・年 指定  猪子石西原

名東区社会福祉協議会 上社1－802 上社ターミナルビル２F 726-8664 8時45分～17時30分 土・日・祝・盆・年 社協  上社

尾張東部障がい者就業・生活支援センターアクト 梅森坂3-3607 ネットワークひまわり１Ｆ 709-3891 9時～17時 土・日・祝・盆・年 就労  梅森荘
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番号 名称 所在地 電話番号 開所時間 休所日 種別 最寄りの駅・バス停
東部地域療育センターぽけっと 千種区猫洞通1-15 782-3388 9 時45分～15時 土・日・祝 児童発達支援センター  猫洞通

い～まＣｒｅａ引山 引山2-106 726-3530 平日：14時～17時30 分、土・長期休暇・学休日：10 時～16時 土（第１・３・５）・日・祝 放課後等デイ  引山、引山東

発達サポートポップコーン 猪高台2-1215 774-3321 平日：14時～18 時、土：8 時30 分～14時30 分、長期休暇：9 時45分～17時45分 日・祝・盆・年 児童発達支援、放課後等デイ  上社

子ども発達サポート　ケルス 大針1-367 709-3678 平日：下校時間～17時、土：10 時～16時、学休日：10 時～17時 日・祝 児童発達支援、放課後等デイ  極楽

喜怒愛楽 社が丘 2-602 705-6667 平日：11時～17時、休日：10 時～17時 無休 児童発達支援、放課後等デイ  平池

あいらんど 明が丘60 パークハイツフクユウ１Ｅ 776-2220 児発：10 時～17時、放デイ（平日）：14時～18 時、放デイ（土・祝・長期休暇）：11時～17時 日・ＧＷ・盆・年 児童発達支援、放課後等デイ  藤が丘

みんなのえがお 香南二丁目301 エスポワール香南102号 799-9617 平日：12時～18 時、土・長期休暇：10 時～16時 日・祝 児童発達支援、放課後等デイ  猪子石小学校

ｐｏｐｒｏｏｍ　ＣＯＣＯＲＡＲＴ　ｍｅｉｔｏ 新宿1-12 753-3768 10 時30 分～18 時 日・月・祝・盆・年 児童発達支援  新宿、高針

スマイル 大針3-142 848-6452 9 時30 分～18 時30 分 日・盆・年 児童発達支援、放課後等デイ  梅森坂口

まーぶる 香流 3-806 769-1505 平日：9 時～19 時、土・日・祝：9 時～18 時 なし 児童発達支援、放課後等デイ  猪子石団地

ケンリハ　スポーツキッズ　上社 社台3-109　第9ヤマケンビル1階 778-8829 平日：11時30 分～17時30 分、土・祝：10 時30 分～16時30 分 日・ＧＷ・盆・年 児童発達支援、放課後等デイ  上社

みんなのえがお・愛 香南2-301　エスポワール香南204号 726-3467 平日：12時～18 時、土・長期休暇：10 時～16時 日・祝 放課後等デイ  猪子石小学校

ステラキッズ一社校 高社1-89　第２東昭ビル5-A 775-9001 10 時～17時 日 児童発達支援  一社

めいとう児童デイサービス　ソレイユ 高間町33　ANSIX BLD1F 709-2727 10 時～19 時 日・盆・年 児童発達支援、放課後等デイ
 名東本通２丁目
 星ヶ丘

学校法人名古屋東学院　バンビのがっこう 貴船3-1404　プライム伸和ビル1F 701-5519 児発：10 時～12時、14時～18 時、放デイ：14時～18 時、土：10 時～16時 日・祝 児童発達支援、放課後等デイ  障害者スポーツセンター

チャイルドハート東海よもぎ台 よもぎ台3-816 775-2162 児発：12時～18 時、放デイ：16時～18 時、土・学休日：10 時～16時 日・祝・盆・年 児童発達支援、放課後等デイ
 じあみ
 一社

ワンライフ牧の里スポーツパーク 牧の里1-1316 880-2014 11時30 分～17時30 分 土・日・祝・盆・年 児童発達支援、放課後等デイ  高針

みんなのえがお・ニコニコ 香南2-301　エスポワール香南202号 739-5491 平日：12時～18 時、長期休暇：10 時～16時 土・日・祝 児童発達支援、放課後等デイ  猪子石小学校

あいあむみー 神丘町3-9-2 702-7522 平日：9 時30 分～17時30 分、土・祝・長期休暇：9 時30 分～16時 日・盆・年 児童発達支援、放課後等デイ  星ヶ丘

さくら 大針3-5　シャンポール大針Ⅱ1A 701-3959 10 時～18 時 日・年 児童発達支援、放課後等デイ  大針

チャイルドデイケアほわわ　名古屋　星が丘 藤巻町2-2-656 781-4888 児発：9 時～15時、放デイ：15時～18 時 土・日・祝・盆・年 児童発達支援、放課後等デイ  藤巻町

Ｒｉｓｅ 香流1-1113　フラット香流102号 726-8612 平日：11時～17時、土・長期休暇：10 時～16時 日・水・祝・年 児童発達支援、放課後等デイ  香流小学校

フォーリーフ藤が丘校 藤里町15　タケウチビル1階 715-5727 平日：10時～ 19時、学休日：9時～ 18時 日・ＧＷ・盆・年 放課後等デイ
 藤ヶ丘
 藤里町
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番号 名称 所在地 電話番号 開所時間 休所日 種別 最寄りの駅・バス停
❶ い～まＦｉｔ引山 引山2-106 726-3530 9時30分～16時 土（第１・３・５）・日・盆・年 生活介護  引山、引山東

❷ はまなす 高針台1-911 704-7551 9時～16時 土・日・祝・盆・年 生活介護  極楽西

❸ ＴＵＴＴＩ 藤森西町301-1 760-5055 9時～16時 水・日・祝・盆・年 生活介護、就労継続Ｂ  新藤森橋

❹ メイトウ・ワークス 勢子坊2-1303 702-2864 9時～16時 土・日・祝・盆・年 生活介護、就労継続Ｂ  障害者スポーツセンター

❺ 老人保健施設いのこし 猪子石原1-1501 777-5650 ━ ━ 短期入所  猪子石原

❻ 東名古屋病院 梅森坂5-101 801-1151 ━ ━ 療養介護、短期入所  東名古屋病院

❼ セカンドハウス喜怒愛楽II 社が丘 2-602　3Ｆ 705-6667 ━ ━ 短期入所  平池

❽ 藤森作業所 藤里町410 739-7725 9時～16時 土・日・祝・盆・年 生活介護、就労継続Ｂ  新藤森橋

❾ 杜の家 梅森坂3-4101 709-3813 9時～16時（生活介護） 土・日・祝・盆・年（生活介護） 生活介護、施設入所支援、短期入所  梅森荘

10 高針I 高針2-1507-4 703-2444 9時～16時 土・日 就労継続Ｂ  高針

11 グリーンサービスメイトウ 一社 2-52　ライフイン一社1F 734-3129 8時45分～17時 日（他は会社の定めるスケジュールによる） 就労継続Ａ  一社

12 ひまわりの風 梅森坂3-3607 709-3811 9時30分～16時30分（生活介護、就労移行） 土・日・祝・盆・年（就労移行）事業所の定める日（生活介護） 生活介護、就労移行、施設入所支援、短期入所  梅森荘

13 フィカス株式会社 上菅2-210 726-5408 9時30分～16時30分 土・日・祝・盆・年 就労継続Ａ  名東図書館

14 ゆきやなぎ 猪子石原2-305 772-2230 9時～17時 土・日・祝・盆・年 就労継続Ｂ、短期入所、グループホーム  天神下

15 メルシーサポート 引山1-605 700-0826 9時30分～16時30分 日・年 就労継続Ｂ  引山

16 かみさと工房 社台2-34-2 768-6455 9時45分～15時30分 土・日・祝・盆・年 就労継続Ｂ  一社、上社

17 あみき館 香流2-1015　第二香流マンション103号 776-2077 10時～16時15分 年 生活介護  香流小学校

18 就労センターＪ－ＷＯＲＫ 宝が丘266-1 768-6019 10時～17時 盆・年 就労継続Ａ  藤が丘

19 ハートジョブ 小池町5　スカイハイツナルセ201 726-6481 8時45分～17時30分 土・日・祝 就労継続Ａ  藤が丘

20 てふてふホーム 藤が丘33-1 710-0177 ━ ━ 短期入所、グループホーム  藤が丘

21 起承転結 高針2-2101 709-1381 9時～18時 年中無休 生活介護  高針

22 本郷作業所 貴船1-156 734-7758 9時～16時 土（隔週）・日・祝・年 生活介護  楽陶館

23 本郷作業所 本郷2-14　サンライズ2Ｂ 778-7065 9時～16時 土（隔週）・日・祝・年 就労継続Ｂ  本郷

24 就労移行支援事業所　ＦＩＴ 社台3-177　ADビル３F 739-7516 9時～18時 土・日・祝・盆・年 就労移行  上社

25 すてっぷ工房『あかね』 代万町3-11-1エイジトピア星ヶ丘ドクターズビル２Ｆ 753-8436 9時～15時 土・日・祝・盆・年 就労継続Ｂ  西山住宅、西里町

26 ベルピース 一社2-78　EXCREAissya　2F 753-4578 9時～16時 日・祝・盆・年 就労継続Ａ  一社

27 リボンワークス 高社1-89　第二東昭ビル３階Ｃ 778-1238 10時～16時 土・日 就労移行  一社

28 ショートステイポエム 香流2-1015　第二香流マンション101号 773-1310 ━ ━ 短期入所  香流小学校

29 ひまわりホーム 小池町468-1　サウスサイドアヴェニュービル3階 709-3811 ━ ━ グループホーム  藤が丘

30 藤里 藤里町30-1　FSマンション401号 776-5828 ━ ━ グループホーム  藤里町

31 デイサービスセンター香南パラダイス 香南2-1301-1 760-7315 9時25分～16時40分 日・年 基準該当サービス（生活介護）  猪子石小学校

32 デイサービスセンターえんがわにっき 猪子石原2-1302 726-9900 10時～16時 年 基準該当サービス（生活介護、機能訓練、生活訓練）  猪子石原

33 デイサービスセンター藤森 藤森西町1723 739-7725 9時30分～16時30分 日・年 基準該当サービス（生活介護、機能訓練、生活訓練）  新藤森橋

34 精神障害者地域活動支援センターかたつむり 社台3-109　第九ヤマケンビル2F 739-7492 9時～16時 土・日・祝・盆・年 精神障害者地域活動支援  上社


