平成30年度 愛知県知的障害者福祉協会 法人別・施設一覧
通番
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法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL
公立）愛知県

／ 大村 秀章

公立）安城市

／ 神谷 学

公立）一宮市

／ 中野 正康

公立）刈谷市

／ 竹中 良則

公立）北名古屋市

／ 長瀬 保

公立）瀬戸市

／ 伊藤 保德

公立）豊橋市

／ 佐原 光一

公立）名古屋市

／ 河村 たかし

公立）西尾市

／ 榊原 康正

公立）半田市

／ 榊原 純夫

公立）みよし市

／ 小野田 賢治

社福）あいうえおハウス
社福）愛恵協会
社福）愛光園
http://www.aikouen.jp/

／ 牛田 宏之
／ 三浦 博幸
／ 日高 幸子

法人E-mailアドレス
／法人所在地
－
460-8501
名古屋市中区三の丸3-1-2
－
446-8501
安城市桜町18-23
－
491-8501
一宮市本町2-5-6
－
448-8501
刈谷市東陽町1-1
－
481-8531
北名古屋市西之保清水田15
－
489-8701
瀬戸市追分町64-1
－
440-8501
豊橋市今橋町1
－
460-8508
名古屋市中区三の丸3-1-1

－
445-8501
西尾市寄住町下田22
－
475-8666
半田市東洋町2-1
－
470-0295
みよし市三好町小坂50
amanoccini@palette.plala.or.jp
467-0808
名古屋市瑞穂区高田町5-19
aikei-maigiworks@aikei-k.or.jp
444-3511
岡崎市舞木町字小井沢4-1
honbu@aikouen.jp
470-2102
知多郡東浦町大字緒川字東米田33-3

H30.06.15作成
施設E-mailアドレス
／施設所在地
haruhi@pref.aichi.lg.jp
052-961-2111
480-0304
児入 はるひ台学園
－
春日井市神屋町713-8 愛知県心身障害者コ
ロニー
sarubia-fk@city.anjo.lg.jp
0566-76-1111
児通 安城市立サルビア学園
444-1221
－
安城市和泉町向7
izumi-g@city.ichinomiya.lg.jp
0586-28-8100
児通 一宮市立いずみ学園
491-0113
－
一宮市浅井町西浅井字弐軒家58
shigeen@city.kariya.lg.jp
0566-23-1111
児通 刈谷市立しげはら園
448-0024
－
刈谷市下重原町3-32
himawari@city.kitanagoya.lg.jp
0568-22-1111
児童発達支援事業所北名古屋市ひま
児通
481-0003
－
わり園
北名古屋市能田南屋敷366
nozomi@city.seto.lg.jp
0561-82-7111
児通 児童発達支援センターのぞみ学園
489-0889
－
瀬戸市原山町1-14
takayama@city.toyohashi.lg.jp
0532-51-2111
児通 豊橋市立高山学園
440-0021
－
豊橋市多米町字野中152
akebono-nagoya@qc.commufa.jp
052-961-1111
児入 名古屋市あけぼの学園
468-0001
－
名古屋市天白区植田山2-101
a3619555@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
児通 名古屋市西部地域療育センター
454-0828
名古屋市中川区小本1-20-48
a7576131@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
児通 名古屋市中央療育センターみどり学園 466-0858
名古屋市昭和区折戸町4-16
a5225277@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
児通 名古屋市北部地域療育センター
451-0083
名古屋市西区新福寺町2-6-5
sirobara1@city.nishio.lg.jp
0563-56-2111
児通 西尾市立白ばら園
445-0033
－
西尾市室町中屋敷95
tsukushi@city.handa.lg.jp
0569-84-0640
児通 半田市立つくし学園
475-0817
－
半田市東洋町3-23
yotsuba@city.aichi-miyoshi.lg.jp
0561-32-2111
児通 みよし市児童発達支援事業所よつば
470-0214
0561-34-4379
みよし市明知町細口浦41
amanoccini@palette.plala.or.jp
052-841-3990
日中 あいうえおハウス
467-0808
052-841-3994
名古屋市瑞穂区高田町5-19
aikei-maigiworks@aikei-k.or.jp
0564-48-2055
生産 社会就労センター舞木ワークス
444-3511
0564-48-5426
岡崎市舞木町小井沢４－１
ohisama@aikouen.jp
0562-83-9835
児通 大府市発達支援センターおひさま
474-0035
0562-83-4344
大府市江端町6-19
法人TEL
／法人FAX

部会

施設名

施設TEL
／施設FAX

施設長名
(管理者名)

0568-88-0811
岸上 芳晴
0568-88-0827
0566-92-2661
中谷 則子
0566-92-2661
0586-78-2767
戸川 みゆき
0586-78-2767
0566-21-7571
山本 奈緒子
0566-25-8496
0568-26-7762
足立 弘子
0568-26-7764
0561-82-0154
澤井 香
0561-82-1319
0532-61-1019
佐野 広信
0532-64-1309
052-781-0155
谷口 雄二
052-781-0269
052-361-9555
宮地 泰士
052-361-9560
052-757-6131
永井 久子
052-757-6134
052-522-5277
今枝 正行
052-522-5279
0563-52-1653
岩本 麻里
0563-52-1655
0569-21-6049
酒井 千恵美
0569-21-6049
0561-32-1133
光岡 順子
0561-34-6795
052-841-3990
横山 敏彦
052-841-3994
0564-48-5018
大木 基史
0564-48-5049
0562-47-7834
東 千恵子
0562-47-1120

通番

法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL

法人E-mailアドレス
／法人所在地

法人TEL
／法人FAX

施設E-mailアドレス
／施設所在地
madoka@aikouen.jp
障害 まどか
470-2102
知多郡東浦町大字緒川字東米田23
okanoue@aikouen.jp
日中 障がい者活動センター愛光園
470-2102
知多郡東浦町大字緒川字下米田37-8
h-farm@aikouen.jp
生産 ひかりのさとファーム
470-2102
知多郡東浦町大字緒川字下米田37-4
life@aikouen.jp
知多地域障害者生活支援センターらい
地域
470-2102
ふ（訪問系）
知多郡東浦町大字緒川字寿久茂129
gh-center@aikouen.jp
地域 愛光園地域居住サポートセンター

部会

施設名

地域 地域生活支援センターりんく
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社福）愛西市社会福祉協議会
／ 柴田 義継
http://www.shakyo.or.jp/hp/index.php?s=1054

社福）愛燦会
http://www.aisankai.jp/

／ 中野 忍

aisainosato@clovernet.ne.jp
496-8044
愛西市江西町宮西38
aisankai.jimukyoku@gmail.com
496-0874
津島市江西町1-3-1

work@aikouen.jp
知多地域障害者就業・生活支援セン
相談
470-2102
ターワーク
知多郡東浦町大字緒川字寿久茂129
life@aikouen.jp
知多地域障害者生活支援センターらい
相談
470-2102
ふ（相談支援）
知多郡東浦町大字緒川字寿久茂129
aisainosato@clovernet.ne.jp
0567-37-3313
生産 愛西の里
496-0907
0567-37-3318
愛西市稲葉町米野226-1
aisainosato@clovernet.ne.jp
地域 あいさいの家
0567-24-1104
障害 障がい者センターあいさんハウス
0567-74-0594
地域 障がい者センターあいさんハウス（ＧＨ）
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社福）愛知玉葉会
／ 原靖
http://www.gyokuyokai.com/

honbu@gyokuyokai.com
463-0006
名古屋市守山区川東山3321

052-795-0550
障害 第二藤花荘
052-792-4561
障害 藤花荘

日中 多機能型通所施設サン・ワーク藤川
地域 グループホーム藤川

18

社福）愛知県厚生事業団

／ 樋口 光男

info@ai-kou.or.jp
461-0032
名古屋市東区出来町2-8-21

link@aikouen.jp

052-325-7325
障害 愛厚半田の里
052-325-7320
障害 愛厚藤川の里

障害 愛厚弥富の里
地域 愛厚半田の里ケアホーム

aisanhouse@aisankai.jp
496-0871
津島市上新田町2-200
aisanhouse@aisankai.jp
dai2tokaso@m8.dion.ne.jp
444-3523
岡崎市藤川町字唐澤15-7
tohkaso@m5.dion.ne.jp
444-3523
岡崎市藤川町字境松25-5
sun-work@aichi-gyokuyokai.com
444-3523
岡崎市藤川町字堤ヶ入1-52
tohkaso@m5.dion.ne.jp
handanosato@ai-kou.or.jp
475-0932
半田市鴉根町3-40
fujikawanosato@ai-kou.or.jp
444-3523
岡崎市藤川町字堤ヶ入1-2
yatominosato@ai-kou.or.jp
498-0000
弥富市栄南町7-2
handanosato@ai-kou.or.jp

施設TEL
／施設FAX

施設長名
(管理者名)

0562-83-5344
三宅 徹
0562-83-5355
0562-84-8307
多田 真
0562-84-8321
0562-84-4151
皿井 常之
0562-84-4413
0562-34-6609
三宅 和人
0562-34-6618
渡部 等
松澤 賢治
0562-34-6669
三宅 和人
0562-34-6618
0562-34-6609
三宅 和人
0562-34-6618
0567-24-9383
田中 裕司
0567-24-0190
田中裕司
0567-24-3725
今井 恵美
0567-24-3783
今井 恵美
0564-48-1008
鈴木 典子
0564-48-1007
0564-48-2204
井端 猛
0564-48-7204
0564-48-1022
杉浦 龍二
0564-48-1038
鈴木 昭彦
0569-27-5049
谷田 誠吾
0569-27-6680
0564-48-6130
熊谷 雅夫
0564-48-8905
0567-68-4322
古川 富睦
0567-68-3996
谷田 誠吾

通番
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法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL
社福）あいち清光会
／ 川崎 純夫
http://www.aichi-seikokai.or.jp/

法人E-mailアドレス
／法人所在地
info@aichi-seikokai.or.jp
485-0801
小牧市大字大山字岩次208-3

法人TEL
／法人FAX

施設名

部会

0568-47-1181
障害 サンフレンド
0568-47-1182
日中 銀河

日中 サンビレッジ
地域 フレンドホームオリオン
地域 フレンドホームきらきら星
相談
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社福）あいち福祉会
／ 髙木 信一
http://www.takagi-work.or.jp/
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社福）あさひ会
http://www.asahikai.or.jp/

／ 横井 寮吉

aifuku@lily.ocn.ne.jp
480-1137
長久手市下川原4-5
jimu@asahikai.or.jp
463-0093
名古屋市守山区城土町338

サンフレンド障がい者生活支援セン
ター

0561-62-6262
生産 たかぎ作業所
0561-63-3525
052-794-1913
日中 白沢作業所
052-794-1951
日中 守山作業所
地域 守山ホーム
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社福）あさみどりの会
http://www.asamidori.net

／ 後藤 秀爾

asamidori@asamidori.net
464-0027
名古屋市千種区新池町1-18-2

052-782-2233
児通 さわらび園
052-782-3513
障害 べにしだの家

日中 れいんぼうワークス

日中 わらび福祉園

地域 ヘルパーステーション笑の家
地域 べにしだ共同生活援助事業所
地域 れいんぼう共同生活援助事業所
地域 わらび共同生活援助事業所
相談 わらび福祉園（相談支援）
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社福）翌檜
http://sunrize-hill.com/

／ 藤浦 ひろ子

asunaro@sunrize-hill.com
470-2102
知多郡東浦町大字緒川字石名平25-120

0562-83-4627
生産 サンライズヒル
0562-83-4627

施設E-mailアドレス
／施設所在地
sunfriend@aichi-seikokai.or.jp
485-0801
小牧市大字大山字岩次208-3
ginga@aichi-seikokai.or.jp
485-0801
小牧市大字大山字岩次208-3
sunvillage@aichi-seikokai.or.jp
485-0011
小牧市大字岩崎字山浦1432-10
sunfriend@aichi-seikokai.or.jp
sunfriend@aichi-seikokai.or.jp
sunfriend@aichi-seikokai.or.jp
485-0801
小牧市大字大山字岩次208-3
aifuku@lily.ocn.ne.jp
480-1137
長久手市下川原4-5
shirasawa1@asahikai.or.jp
463-0092
名古屋市守山区白沢町16
jimu@asahikai.or.jp
463-0093
名古屋市守山区城土町338
jimu@asahikai.or.jp
sawarabi@asamidori.net
464-0027
名古屋市千種区新池町1-18-2
asamidori@benishidanoie.or.jp
453-0843
名古屋市中村区鴨付町2-46
rainbow@asamidori.net
496-0913
愛西市西條町相之江119-1
warabi@asamidori.net
470-0224
みよし市三好町西荒田28
wara-v22@hm8.aitai.ne.jp
470-0224
みよし市三好町西荒田29-6
beni-home@benishidanoie.or.jp
rainbow@asamidori.net
warabi@asamidori.net
warabi@asamidori.net
470-0224
みよし市三好町西荒田28
asunaro@sunrize-hill.com
470-2102
知多郡東浦町大字緒川字石名平25-120

施設TEL
／施設FAX

施設長名
(管理者名)

0568-47-1181
川崎 純夫
0568-47-1182
0568-47-2555
川崎 高子
0568-47-2666
0568-54-1111
川崎 将宏
0568-54-1112
川崎 純夫
川崎 純夫
0568-47-1881
篠塚 ユカリ
0568-47-1182
0561-62-6262
燈明 泰伸
0561-63-3525
052-794-1922
社本 英
052-739-7193
052-794-1913
西岡 俊雄
052-794-1951
上田 達也
052-782-2777
山本 智恵
052-782-3513
052-413-6531
追分 伸夫
052-413-6533
0567-33-2211
鷲見 まち子
0567-33-2212
0561-34-5975
熊谷 かの子
0561-34-5976
0561-33-5633
熊谷 かの子
0561-33-5633
追分 伸夫
鷲見 まち子
熊谷 かの子

0561-34-5975
熊谷 かの子
0561-34-5976
0562-83-4627
藤浦 ひろ子
0562-83-4627

通番

法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL

法人E-mailアドレス
／法人所在地

法人TEL
／法人FAX

部会

施設名

生産 シーダーハウス
地域 エンプレス
地域 キラキラハウス
地域 サイプレス
地域 花水木
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社福）あずま福祉会
／ 丹羽 茂雄
http://www.wb.commufa.jp/azumawel/

hohoemi_az@k3.dion.ne.jp
463-0070
名古屋市守山区新守山3215

社福）アニモ福祉会
／ 佐藤 隆
http://animonoie.jimdo.com/

animonoiesisetsuchou@tune.ocn.ne.jp
489-0009
瀬戸市水北町1934-2

社福）アパティア福祉会
http://www.apatheia.jp/

shinshia@apatheia.jp
511-1143
桑名市長島町西外面1070

052-792-3163
日中 ほほえみ作業所
052-792-3168
地域 あずまホーム

25

0561-48-7350
日中 アニモの家
0561-48-8350
地域 アニモホーム

26

／ 桑名 良輔

0594-42-1600
障害 シンシア豊川
0594-42-2701
日中 パレット
地域 グループホームスクラム
相談 シンシア豊川（相談支援）
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社福）海部連福祉会
／ 土方 君春
http://www1.clovernet.ne.jp/nijinosato/

28

社福）あゆみ会
http://ayumikai.p-kit.com/

／ 鈴木 睦子

nijisato@clovernet.ne.jp
496-8042
愛西市給父町北部24
ayumikai@hm2.aitai.ne.jp
470-0213
みよし市打越町新池浦83-7

0567-37-3338
日中 虹の里八開
0567-37-3308
0561-32-2501
日中 さくらの丘
0561-32-2610
日中 しおみの丘

地域 ヘルパーステーションさつき

相談 しおみの丘（相談支援）
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社福）一宮市社会福祉事業団
http://138jigyodan.jp/

／ 福井 斉

－
491-0113
一宮市浅井町西浅井字弐軒家47

0586-51-5020
障害 いずみ福祉園
0586-51-5199
日中 一宮市立いずみフレンズ

生産 いずみ作業所

施設E-mailアドレス
／施設所在地
asunaro@sunrize-hill.com
470-2103
知多郡東浦町大字石浜字三本松48-1
asunaro@sunrize-hill.com
asunaro@sunrize-hill.com
asunaro@sunrize-hill.com
asunaro@sunrize-hill.com
hohoemi_az@k3.dion.ne.jp
463-0070
名古屋市守山区新守山3215
hohoemi_az@k3.dion.ne.jp
animonoie@aioros.ocn.ne.jp
489-0009
瀬戸市水北町1934-2
animonoie@aioros.ocn.ne.jp
shinshia@apatheia.jp
442-0863
豊川市平尾町諏訪下10
shinshia@apatheia.jp
442-0863
豊川市平尾町諏訪下10
shinshia@apatheia.jp
shinshia@apatheia.jp
442-0863
豊川市平尾町諏訪下10
nijisato@clovernet.ne.jp
496-8042
愛西市給父町北部24
sakuranooka@hm.aitai.ne.jp
470-0225
みよし市福田町清水45
ayumikai@hm2.aitai.ne.jp
470-0213
みよし市打越町新池浦83-7
ayumikai@hm2.aitai.ne.jp
470-0213
みよし市打越町新池浦83-7
ayumikai@hm2.aitai.ne.jp
470-0213
みよし市打越町新池浦83-7
fukusien@138jigyodan.jp
491-0113
一宮市浅井町西浅井字弐軒家47
friends@138jigyodan.jp
491-0113
一宮市浅井町西浅井字弐軒家50-1
sagyo@138jigyodan.jp
491-0113
一宮市浅井町西浅井字弐軒家60

施設TEL
／施設FAX

施設長名
(管理者名)

0562-84-8687
藤浦 ひろ子
0562-84-8687
藤浦 ひろ子
藤浦 ひろ子
藤浦 ひろ子
藤浦 ひろ子

052-792-3163
丹羽 哲治
052-792-3168
丹羽 哲治
0561-48-7350
佐藤 隆
0561-48-8350
後藤 聡志
0533-88-7500
寺部 美代子
0533-88-7502
0533-88-8981
田村 真美子
0533-88-7502
田村 真美子

0533-88-7968
清水 哉千子
0533-88-7502
0567-37-3338
位田 泰一
0567-37-3308
0561-34-3155
谷口 弘
0561-34-3156
0561-32-2501
松平 幸彦
0561-32-2610
0561-32-2501
松平 幸彦
0561-32-2610
0561-32-2501
堤 允也
0561-32-2610
0586-51-4401
小川 健司
0586-51-0150
0586-51-2092
村瀬 範真
0586-51-2099
0586-51-3005
大塚 孝
0586-51-3079

通番

法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL

法人E-mailアドレス
／法人所在地

法人TEL
／法人FAX

部会

施設名

生産 いずみ第２作業所

30
31

社福）稲沢市社会福祉協議会

／ 渡邉 菱

社福）岩崎学園
／ 松下 直弘
http://www.iwasaki-net.or.jp/

fukushi@inazawa-shakyo.or.jp
492-8218
稲沢市西町3-10-24
info@iwasaki-net.or.jp
440-0022
豊橋市岩崎町字利兵７１

0587-23-6713
生産 まつのき
0587-33-4666
0532-61-2062
児入 岩崎学園
0532-62-7235
児通 いわさき・こどもデイサービス

地域 ステップワークスＩＷＡＳＡＫＩ
地域 岩崎障害者地域生活支援ホーム

32
33

34

35

社福）英功会

／ 浅野 裕功

社福）おおぐち福祉会
／ 佐野 新
http://heartfulogc.web.fc2.com/

社福）大府福祉会
／ 下村 庄平
http://www.obufukushikai.com

社福）岡崎市福祉事業団
／ 荻野 考史
http://www.fukushijigyodan-okazaki.or.jp/

aisho-gakuen@kind.ocn.ne.jp
463-0002
名古屋市守山区中志段味字長根2830-2
oguchihukushikai@oguchi.or.jp
480-0144
丹羽郡大口町下小口7-21

obufukushikai1985@aroma.ocn.ne.jp
474-0011
大府市横根町名高山78-2

jigyodan@city.okazaki.lg.jp
444-0802
岡崎市美合町字下長根2-1

施設E-mailアドレス
／施設所在地
dai2@138jigyodan.jp
491-0113
一宮市浅井町西浅井字川田60-1
matsunoki@inazawa-shakyo.or.jp
492-8253
稲沢市奥田神ノ木町18
gakuen@iwasaki-net.or.jp
440-0022
豊橋市岩崎町字利兵71
info@iwasaki-net.or.jp
440-0022
豊橋市岩崎町字利兵71
stepworks@iwasaki-net.or.jp
440-0832
豊橋市岩田町字曽銀106-17
－

－
相談 発達・就労相談支援センターＦＬＡＴ
440-0022
豊橋市岩崎町字長尾119-2
aisho-gakuen@kind.ocn.ne.jp
052-736-0775
児入 愛松学園
463-0002
052-736-3703
名古屋市守山区中志段味字長根2830-2
oguchihukushikai@oguchi.or.jp
0587-94-2666
日中 多機能型事業所ハートフル大口
480-0144
0587-95-7275
丹羽郡大口町下小口7-21
oguchihukushikai@oguchi.or.jp
日中 地域活動支援センターハートフル大口 480-0144
丹羽郡大口町下小口7-21
helper@oguchi.or.jp
地域 ヘルパーステーションハートフル大口
480-0144
丹羽郡大口町下小口7-21
akebien@r2.dion.ne.jp
0562-85-5228
日中 あけび苑
474-0035
0562-85-5229
大府市江端町6-9
tact-obu2016@aroma.ocn.ne.jp
日中 たくと大府
474-0011
大府市横根町名高山78-2
aey96230@wind.odn.ne.jp
日中 ひだまり
474-0035
大府市江端町6-12-1
higashiakebi@nifty.com
生産 東あけび苑
474-0011
大府市横根町名高山149-1
sora-obu@woody.ocn.ne.jp
地域 ホーム事業所「そら」
0564-55-0111
児通 こども発達支援センター
0564-55-0156
日中 そだちの家

生産 希望の家

wakabagakuen@fukushijigyodan-okazaki.or.jp
444-0011
岡崎市欠町字清水田6-4
sodachinoie@fukushijigyodan-okazaki.or.jp
444-0011
岡崎市欠町字清水田6-2
kibonoie@fukushijigyodan-okazaki.or.jp
444-0011
岡崎市欠町字清水田6-2

施設TEL
／施設FAX

施設長名
(管理者名)

0586-78-3368
佐溝 正人
0586-78-3335
0587-23-3656
大谷 五十二
0587-96-7711
0532-61-2062
松下 直弘
0532-62-7235
0532-61-2062
戸田 有香
0532-62-7283
0532-69-1321
鈴木 和代
0532-63-8788
松下 公世
0532-69-1323
中村 友紀子
0532-62-7283
052-736-0775
浅野 伸治
052-736-3703
0587-94-2666
丹羽 容子
0587-95-7275
0587-94-2668
天谷 政治
0587-95-7275
0587-94-2665
鈴木 智春
0587-95-7275
0562-48-3023
平林 政明
0562-48-1987
0562-85-7103
林 大輔
0562-46-7701
0562-44-0193
杉原 健一郎
0562-85-4011
0562-44-2522
後藤 洋介
0562-48-4974
仲野 敬
0564-21-6431
加藤 里美
0564-25-1299
0564-25-3322
木俣 善統
0564-25-3322
0564-21-8076
杉浦 荘太郎
0564-21-8076

通番

法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL

法人E-mailアドレス
／法人所在地

法人TEL
／法人FAX

部会

施設名

生産 のぞみの家

36

社福）恩賜財団愛知県同胞援護会 ／ 倉知 俊彦
http://douen.or.jp/

37

社福）樫の木福祉会
http://www.kasinoki.jp/

／ 北川 登

houjinjimukyoku@douen.or.jp
487-0031
春日井市廻間町703-1
fukusikai-1@kasinoki.jp
494-0018
一宮市冨田字砂原2147番地

0568-88-8302
障害 サンホーム豊田
0568-88-0306
0586-63-2111
障害 かしの木の里
0586-61-1200
日中 かしの木サポートプラザ

生産 樫の木作業所
地域 GHCやまと

38

社福）蟹江福祉会

／ 前田 治

kanie-works@gaea.ocn.ne.jp
497-0032
海部郡蟹江町大字今字伊勢苗代8-1

0567-95-1601
日中 地域活動支援センターかにえ
0567-95-1629
生産 かにえワークス
地域 ホームかにえ

39

社福）蒲郡市社会福祉協議会
／ 金原 久雄
http://www.sangyou.nrc.gamagori.aichi.jp/syafuku/

40

社福）刈谷市社会福祉協議会
http://www.kariyashi.jp/

／ 杉浦 芳一

syafuku@nrc.gamagori.aichi.jp
443-0056
蒲郡市神明町18-4
soumu@kariyashi.jp
448-0024
刈谷市下重原町3-120 刈谷市高齢者福祉
センター ひまわり

社福）きそがわ福祉会
／ 小林 金次
http://www.kisogawa-fukushikai.or.jp/

kiso.fukushi@mbn.nifty.com
493-0006
一宮市木曽川町内割田字一の通り12-3

社福）きまもり会
／ 石川 博夫
http://kimamorikai.main.jp/

kimamorikai@me.ccnw.ne.jp
470-0122
日進市蟹甲町中島18

社福）共生福祉会

／ 大崎 政男

0564-25-9300
杉田 雅博
0564-25-9330
0565-88-2001
高橋 政人
0565-88-0900
0586-63-3270
野崎 貴詞
0586-61-1200
0586-28-8288
入山 達也
0586-28-8188
0586-61-6055
伊藤 豪
0586-61-6514
武田 信之
0567-95-1601
大山 正夫
0567-95-1629
0567-95-1601
水野 久夫
0567-95-1629
服部 彰一
0533-68-3612
鈴木 康仁
0533-68-3623

0566-29-0888
日中 刈谷市立くすのき園
0566-27-0678

kusunoki@kariyashi.jp
448-0024
刈谷市下重原町3-32

0566-28-5441
神谷 典利
0566-25-8496

0586-86-3960
生産 きそがわ作業所
0586-86-3937

0561-75-5506
日中 愛歩
0561-72-2581
地域 モチロホーム

43

施設長名
(管理者名)

0533-69-3911
相談 蒲郡市障がい者支援センター
0533-69-3993

相談 相談支援センター夢うさぎ

42

kanie-works@gaea.ocn.ne.jp
497-0032
海部郡蟹江町大字今字伊勢苗代8‐1
kanie-works@gaea.ocn.ne.jp
497-0032
海部郡蟹江町大字今字伊勢苗代8‐1
－

施設TEL
／施設FAX

yasuhitob@yahoo.co.jp
443-0036
蒲郡市浜町93 浜町福祉センター内

生産 刈谷市立すぎな作業所

41

施設E-mailアドレス
／施設所在地
nozominoie@fukushijigyodan-okazaki.or.jp
444-0011
岡崎市欠町字清水田6-2
sunhomejimuin@douen.or.jp
471-0813
豊田市野見山町5-80-1
sato-nyuusyo@kasinoki.jp
494-0018
一宮市冨田字砂原2147
kasisapo@kasinoki.jp
491-0067
一宮市北丹町2
sagyousyo@kasinoki.jp
494-0018
一宮市冨田字漆畑16
ghc-yamato@kasinoki.jp

tomo2@wappa-no-kai.jp
462-0825
052-908-1990
生産 ワークショップすずらん
名古屋市北区大曽根4-7-28 わっぱ共生共 052-910-3725
働センター2階
地域 コムヌーモすずらん
地域 共同生活体北

sugina@kariyashi.jp
448-0024
刈谷市下重原町3-32
ki-sagyosho.4@nifty.com
493-0007
一宮市木曽川町外割田字西郷西151
kiso2341yume@yahoo.co.jp
493-0007
一宮市木曽川町外割田字西郷西151
kimamorikai@me.ccnw.ne.jp
470-0122
日進市蟹甲町中島18
kimamorikai@me.ccnw.ne.jp
tomo2ikiru@yahoo.co.jp
462-0825
名古屋市北区大曽根1-6-23
tomo2ikiru@yahoo.co.jp
462-0825
名古屋市北区大曽根1-6-23
－

0566-23-1400
竹内 仁
0566-23-2410
0586-86-3763
早川 尚江
0586-87-7194
0586-86-4003
大池 周広
0586-87-7195
0561-75-5506
興梠 精視
0561-72-2581
森田 沙弥香

052-915-9672
大倉 豊子
052-915-9694
052-915-9672
大倉 豊子
052-915-9694
坪内 美恵子

通番

法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL

法人E-mailアドレス
／法人所在地

法人TEL
／法人FAX

部会
地域 共同生活体西

相談 北区障害者基幹相談支援センター

44

社福）楠福祉会
／ 加藤 清美
http://www.ajm20.sakura.ne.jp/

ajima@jasmine.ocn.ne.jp
462-0015
名古屋市北区中味鋺2-1023

052-902-5450
日中 あじま作業所
052-902-5464
生産 あじま作業所第二

45

社福）くすの木福祉事業会
http://tutujiryo.sakura.ne.jp/

／ 生駒 吉昭

kusunoki1983@pony.ocn.ne.jp
443-0013
蒲郡市大塚町後広畑85-1

0533-59-7221
障害 つつじ寮
0533-59-7220
生産 サポートくすの木

生産 わくわくワーク大塚
地域 グループホームひめはる

46

社福）くるみ会
http://kurumikai.jp/

／ 榊原 豊子

info@kurumikai.jp
445-0031
西尾市家武町深篠96

0563-52-2565
障害 障害者支援施設里山の家
0563-52-2924
日中 いっしき

日中 ののみや

生産 ながなわ

生産 にしお
地域 共同生活事業所くるみ
相談 相談支援センターあると

47

社福）くわの実福祉会
／ 尾関 亮三
http://kuwanomi02.web.fc2.com/

kuwanomi-mayu@rapid.ocn.ne.jp
480-1214
瀬戸市上品野町1377-1

0561-86-7077
障害 まゆ
0561-86-7078
日中 かいこ
地域 くわの実ホーム

48

社福）恵泉会
／ 舟橋 透
http://www.ma.ccnw.ne.jp/kodomo/

ksi@ma.ccnw.ne.jp
486-0822
春日井市熊野町3150

施設E-mailアドレス
／施設所在地

施設名

0568-81-4534
児通 春日井こども学園
0568-81-4446

施設TEL
／施設FAX

－
wappa@wappa-no-kai.jp
462-0843
名古屋市北区田幡1-11-31
ajima@jasmine.ocn.ne.jp
462-0015
名古屋市北区中味鋺2-1023
ajima.dai2@tg.commufa.jp
462-0014
名古屋市北区楠味鋺5-1108
kusunoki1983@pony.ocn.ne.jp
443-0013
蒲郡市大塚町後広畑85-1
kusukusu@orion.ocn.ne.jp
441-0311
豊川市御津町御馬塩浜29-2
ohtsuka@fancy.ocn.ne.jp
443-0013
蒲郡市大塚町後広畑25-2
himeharu@wind.ocn.ne.jp
info@kurumikai.jp
445-0031
西尾市家武町深篠115-1
info@kurumikai.jp
444-0401
西尾市一色町池田埋田17
info@kurumikai.jp
445-0057
西尾市野々宮町下宮東11-6
info@kurumikai.jp
445-0887
西尾市長縄町西落42・43
info@kurumikai.jp
445-0031
西尾市家武町深篠96
info@kurumikai.jp
info@kurumikai.jp
444-0874
西尾市菱池町平池71-1
kuwanomi-mayu@rapid.ocn.ne.jp
480-1214
瀬戸市上品野町1377-1
kuwanomi-kaiko@extra.ocn.ne.jp
480-1214
瀬戸市上品野町1014-17
－
ksi@ma.ccnw.ne.jp
486-0822
春日井市熊野町3150

施設長名
(管理者名)
倉田 夏乃

052-910-3133
羽田 明史
052-916-3665
052-902-5450
磯村 有吾
052-902-5464
052-901-6338
今泉 正彦
052-901-6338
0533-59-7221
河合 幹夫
0533-59-7220
0533-76-2276
原田 敦史
0533-76-2076
0533-59-7728
壁谷 孝重
0533-59-7729
河合 幹夫
0563-52-2600
永田 伸広
0563-77-3657
0563-72-1201
成田 壮史
0563-72-1214
0563-77-2272

成田 壮史

0563-79-5963
宮地 勝美
0563-79-5964
0563-52-2565
糟谷 いずみ
0563-52-2924
藤川 洋邦
0563-57-7644
黒木 修
0563-65-6780
0561-86-7077
加藤 和延
0561-86-7078
0561-41-3576
黒田 直美
0561-41-3577
黒田 直美
0568-81-4534
舟橋 透
0568-81-4446

通番

法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL

法人E-mailアドレス
／法人所在地

法人TEL
／法人FAX

部会

施設名

障害 しだみ学園

49

社福）ゲマインダハウス

／ 田中 仁

gemagema@theia.ocn.ne.jp
463-0001
名古屋市守山区大字上志段味字東谷
2098 2

052-951-0157
日中 青空の家
052-951-0157
地域 ケアホームあおぞら

50

社福）けやきの会
http://keyaki-no-kai.jp

／ 橋本 喜己

keyaki@keyaki-no-kai.jp
472-0046
知立市弘法町弘法山43-5

0566-82-5700
日中 けやき作業所
0566-82-8723
地域 ホームけやき太陽

51

社福）けやき福祉会

／ 山縣 紀子

keyakinoie@tuba.ocn.ne.jp
487-0031
春日井市廻間町字神屋洞703-1

0568-93-0621
日中 けやきの家
0568-88-2858
地域 第１けやきホーム

52

社福）コスモス福祉会
http://cosmos-w.com

／ 山田 祥男

53

社福）小牧福祉会
／ 大島 英二
http://www.mf.ccnw.ne.jp/iwazaki/

cosmos-swc@air.ocn.ne.jp
491-0847
一宮市大和町宮地花池字中道5-2
iwazaki@mf.ccnw.ne.jp
485-0011
小牧市大字岩崎1345-4

0586-73-0748
生産 あおぞら
0586-73-0788
0568-75-7450
日中 いわざき授産所
0568-71-1335
生産 本庄授産所

54

社福）さくらんぼの会

／ 西山 咲子

info@e-sakuranbo.or.jp
454-0945
名古屋市中川区下之一色町古川19-1

052-301-0990
生産 多機能型さくらんぼ
052-301-0992
地域 ケアホームさくらんぼ

55

社福）さつき福祉会
／ 渡邉 元芳
https://satsukihukushikai.jimdo.com

satsuki-honbu@ma.medias.ne.jp
476-0003
東海市荒尾町油田48-7

052-603-8551
児通 カトレア
052-603-0521
日中 さくら

生産 あじさい

生産 さつき
地域 グループホームすまいる

56

社福）さふらん会
／ 島 しづ子
http;//www.safurankai.com/

safuran-jim@river.ocn.ne.jp
460-0008
名古屋市中区栄5-21-9

052-251-8083
日中 さふらん生活園
052-251-8076
日中 指定生活介護事業所ヨナワールド

地域 ホームヘルプひだまり

施設E-mailアドレス
／施設所在地
ksi@ma.ccnw.ne.jp
463-0003
名古屋市守山区大字下志段味字穴ヶ洞
2266-250
gema93aozora@marble.ocn.ne.jp
463-0001
名古屋市守山区上志段味字東谷2098-2
gema93aozora@marble.ocn.ne.jp
keyaki@keyaki-no-kai.jp
472-0046
知立市弘法町弘法山43-5
keyaki@keyaki-no-kai.jp
keyakinoie@tuba.ocn.ne.jp
487-0031
春日井市廻間町字神屋洞703-1
imajin-wadachi@ma.ccnw.ne.jp
aozora2005@cup.ocn.ne.jp
491-0815
一宮市千秋町塩尻字花ノ木63
iwazaki@mf.ccnw.ne.jp
485-0011
小牧市大字岩崎1345-4
honjyo@io.ocn.ne.jp
485-0821
小牧市大字本庄1440
info@e-sakuranbo.or.jp
454-0945
名古屋市中川区下之一色町古川19-1
info@e-sakuranbo.or.jp
kt-8552@ma.medias.ne.jp
477-0032
東海市加木屋町東大堀22番地の8
sakura8551@ma.medias.ne.jp
476-0003
東海市荒尾町油田48-7
ajisai@ma.medias.ne.jp
477-0032
東海市加木屋町鎌吉良根78
satsuki@ma.medias.ne.jp
476-0003
東海市荒尾町油田48-7
cosmos-donguri@ma.medias.ne.jp
info@safuran.info
460-0012
名古屋市中区千代田3-21-14
safuran-yona@alpha.ocn.ne.jp
460-0008
名古屋市中区栄5-21-9
zaisyu-hidamari@S3.dion.ne.jp
460-0011
名古屋市中区大須4-14-48 ツバサビル5階

施設TEL
／施設FAX

施設長名
(管理者名)

052-736-0044
武藤 晃文
052-736-0079
052-736-2255
菅沢 豊
052-736-6899
菅沢 豊
0566-82-5700
清水 大助
0566-82-8723
船坂 浩
0568-93-0621
大西 晃則
0568-88-2858
山縣 聡明
0586-77-7137
堀江 貴子
0586-77-7137
0568-75-7450
伊藤 正登
0568-71-1335
0568-78-5575
伊藤 茂
0568-78-5576
052-301-0990
佐々木 健司
052-301-0992
倉品 憲一
0562-57-0025
天埜 芳樹
0562-35-1020
052-603-8551
小島 政美
052-603-0521
0562-34-9200
岩木 直之
0562-34-9219
052-603-8690
知久 能之
052-603-0521
安藤 秀子
052-322-3085
水上 明彦
052-322-3562
052-251-4778
原一 弘
052-251-4772
052-251-6202
落合 輝
052-242-0578

通番

法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL

法人E-mailアドレス
／法人所在地

法人TEL
／法人FAX

施設名

部会
地域 シャローム
相談

57

社福）さわらび会

／ 山本 孝之

sawarabi-honbu@sawarabi.or.jp
440-0003
豊橋市浪ノ上町7-2

指定特定相談支援事業所・指定障害
児相談支援事業所ヨナワールド

0532-54-3501
障害 あかね荘
0532-54-3514
生産 障害福祉サービス事業所明日香
地域 明日香ホーム

相談 あかね荘障害者生活支援センター

58

社福）師勝福祉会
／ 大口 正文
http://www.selp-shikatsu.jp/

59

社福）紫水会
http://www.shisuikai.or.jp/

60

社福）昭徳会
／ 鈴木 正修
http://www.syoutokukai.or.jp/

／ 三輪 誠

selp-shikatsu@sage.ocn.ne.jp
481-0001
北名古屋市六ツ師山の神92
kibou@shisuikai.or.jp
454-0964
名古屋市中川区富永4-266
shotokukai@syoutokukai.or.jp
466-0832
名古屋市昭和区駒方町4-10

0568-22-9888
日中 セルプしかつ
0568-25-2008
052-309-5008
障害 オーネスト希望
052-309-5001
052-831-5171
児入 小原学園
052-835-5272
障害 小原寮

障害 泰山寮

生産 授産所高浜安立
地域 グループホーム高浜安立
地域 さくや
地域 のぞみホーム
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社福）すぎな
／ 熊沢 修之介
http://egao.sugina-smily.com/

62

社福）すずかけ福祉会
http://suzukake.st1.jp/

63

社福）成春館

／ 河内 士郎
／ 藤城 正行

egao@bz01.plala.or.jp
455-0874
名古屋市港区西福田2-504
suzukake@yk.commufa.jp
485-0024
小牧市大字南外山字間島15-1
zaounomori@wonder.ocn.ne.jp
441-3421
田原市田原町石取1-9 蔵王の杜気付

052-301-1823
日中 作業所えがお
052-301-1846
0568-71-3644
日中 すずかけ共同作業所
0568-71-3649
0531-23-7511
障害 蔵王の杜
0531-24-0566
生産 田原授産所
地域 藤の木ホーム

施設E-mailアドレス
／施設所在地
safuran-hanaduka@ia9.itkeeper.ne.jp
yonasoudan@safurankai.com
460-0008
名古屋市中区栄5-21-9
akane@sawarabi.or.jp
441-8124
豊橋市野依町字山中19-12
asuka@sawarabi.or.jp
441-8124
豊橋市野依町字山中19-12
combini@sawarabi.or.jp
shien-c@sawarabi.or.jp
441-8106
豊橋市弥生町中原77-1 タウンハウス弥生Ｂ
－1
selp-shikatsu@sage.ocn.ne.jp
481-0001
北名古屋市六ツ師山の神92
kibou@shisuikai.or.jp
468-0001
名古屋市天白区植田山2-101
obaragakuen@themis.ocn.ne.jp
470-0564
豊田市沢田町座内22
obara-r@earth.ocn.ne.jp
470-0564
豊田市沢田町座内22
taizan-r@siren.ocn.ne.jp
470-0213
みよし市打越町山ノ神51-1
jt-anryu@katch.ne.jp
444-1313
高浜市向山町6-1-1
－
sakuya@hm.aitai.ne.jp
taizan-r@siren.ocn.ne.jp
smily@bz01.plala.or.jp
455-0874
名古屋市港区西福田2-504
suzukake@yk.commufa.jp
485-0024
小牧市大字南外山字間島15-1
zaounomori@wonder.ocn.ne.jp
441-3421
田原市田原町石取1-9
taharajyusanjyo@wonder.ocn.ne.jp
441-3421
田原市田原町石取1-9
－

施設TEL
／施設FAX

施設長名
(管理者名)
繁原 幸樹

052-251-4779
掛橋 亜紀
052-251-4772
0532-48-2825
藤田 聰一郎
0532-48-2367
0532-46-6579
井上 幹詞
0532-48-2362
井川 襄
0532-38-9090
石川 正敏
0532-38-9091
0568-22-9888
清水 孝司
0568-25-2008
052-781-3337
石本 哲也
052-781-3373
0565-66-2120
石井 和子
0565-65-1321
0565-66-2110
加藤 久雄
0565-65-1311
0561-34-2161
柴田 弘二
0561-34-6568
0566-53-8551
改田 健児
0566-53-8553
改田 健児
加藤 久雄
柴田 弘二
052-301-1823
荒井 豊
052-301-1846
0568-71-3644
髙栁 哲也
0568-71-3649
0531-23-7511
鈴木 幾雄
0531-24-0566
0531-23-7513
鎌田 博幸
0531-24-0566
石田 豊子

通番

64

法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL
社福）清新会

／ 鹿野 徹映

法人E-mailアドレス
／法人所在地
－
450-0003
名古屋市中村区名駅南3-4-16

法人TEL
／法人FAX

部会

施設名

052-582-3206
障害 森孝しぜんかん
052-583-4683
日中 清新館
地域 もりたかホーム
相談 サポートセンターサテライト
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社福）聖清会
http://www.seiseikai.or.jp/

／ 吉橋 洋子

halna@seiseikai.or.jp
444-1154
安城市桜井町咽首195

0566-99-9860
障害 ハルナ
0566-99-5452
日中 ラニハルナ
地域 グループホーム若葉
相談 グッド相談支援事業所

66

社福）相和福祉会
http://www.sohwa.or.jp/

／ 都築 重喜

cohojm@sowafukusi.onmicrosoft.com
458-0929
名古屋市緑区桶狭間西501

052-825-3986
児入 トイBOX
052-825-3976
障害 パスピ・９８

障害 ひがしうらの家

生産 くすの樹

生産 ひらめき２％
地域 アンカレッジ
地域 East Bay

67

社福）大幸福祉会
http://www.unionworks.jp/

／ 奥村 文章

okumura@unionworks.jp
455-0046
名古屋市港区大手町6-33-3

052-652-1001
生産 ユニオンワークス
052-652-1010
相談 ユニオンワークス（相談支援）
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社福）たつき福祉会
http://nukatanomura.or.jp/

／ 簗瀬 賢

copain@nukatanomura.or.jp
444-3605
岡崎市中金町字長沢連6

0564-83-2547
障害 額田の村
0564-83-2812
地域 ささゆり荘
相談 相談支援事業所ぬかた

施設E-mailアドレス
／施設所在地
m.shizen@giga.ocn.ne.jp
463-0035
名古屋市守山区森孝1-1141
seishinkai@wonder.ocn.ne.jp
450-0003
名古屋市中村区名駅南3-4-16
m.shizen@giga.ocn.ne.jp
sodan.4zen.119@abelia.ocn.ne.jp
463-0035
名古屋市守山区森孝1-1141
halna@seiseikai.or.jp
444-1154
安城市桜井町咽首195
lanihalna@seiseikai.or.jp
444-1154
安城市桜井町咽首197
halna@seiseikai.or.jp
halna@seiseikai.or.jp
444-1154
安城市桜井町咽首195
toybox@sowafukusi.onmicrosoft.com
470-2105
知多郡東浦町大字藤江字カガリ129-1
pasupi@sowafukusi.onmicrosoft.com
470-2212
知多郡阿久比町卯坂秋葉山37-5
higasi@sowafukusi.onmicrosoft.com
470-2105
知多郡東浦町大字藤江字カガリ118
kusunoki@sowafukusi.onmicrosoft.com
470-2105
知多郡東浦町大字藤江字カガリ119
hirameki@sowafukusi.onmicrosoft.com
470-2212
知多郡阿久比町大字卯坂字秋葉山37-5
pasupi@sowafukusi.onmicrosoft.com
higasi@sowafukusi.onmicrosoft.com
okumura@unionworks.jp
455-0046
名古屋市港区大手町6-33-3
okumura@unionworks.jp
455-0046
名古屋市港区大手町6-33-3
copain@nukatanomura.or.jp
444-3605
岡崎市中金町字長沢連6
copain@nukatanomura.or.jp
copain@nukatanomura.or.jp
444-3605
岡崎市中金町字長沢連6

施設TEL
／施設FAX

施設長名
(管理者名)

052-776-7080
米澤 順
052-773-7229
052-582-3206
渡邉 良乗
052-583-4683
市川 貴世子

052-778-9540
米澤 順
052-773-7229
0566-99-9860
春木 恵美
0566-99-5452
0566-99-9770
野村 和恵
0566-99-4747
野村 和恵
0566-91-6562
鈴木 知香
0566-91-6592
0562-84-5200
寺倉 正恵
0562-84-5290
0569-48-9098
間瀬 万梨
0569-48-9198
0562-84-3400
村山 誠治
0562-84-3401
0562-82-4980
宍戸 秀之
0562-82-4981
0569-48-9902
今村 雄一
0569-48-9902
平村 俊治
古川 香織
052-652-1001
奥村 嘉章
052-652-1010
052-652-1001
奥村 嘉章
052-652-1010
0564-83-2547
宮路 傳
0564-83-2812
宮路 傳
0564-83-2547
宮路 傳
0564-83-2812

通番
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法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL
社福）ダブルエッチジェー
http://whj.sblo.jp/

／ 牧野 昭彦

法人E-mailアドレス
／法人所在地
mebi@cac-net.ne.jp
475-0934
半田市椎ノ木町1-8-1

法人TEL
／法人FAX

部会

施設名

0569-20-7755
日中 ＨＮひまわり
0569-27-7455
日中 ＪＪひまわり

日中 ふれあいの杜まんなか

日中 ふれあい福祉園ガイア

日中 碧南ふれあい作業所

日中 メビウス・プチメビ

生産 ＡＷひまわり

生産 ふれあい工房アルゴ

地域 ふれあい支援センター
地域 ひまわりの家
地域 ふれあいハウス
地域 やまぼうしの郷

70

社福）千種福祉会
http://www.chikusa1.info/

71

社福）知多福祉会
／ 安永 隆男
http://www.medias.ne.jp/~furesato/

72

社福）ＴＵＴＴＩ
http://tutti.cc/

／ 小崎 惠子

／ 村上 康廣

ueno1983@theia.ocn.ne.jp
464-0083
名古屋市千種区北千種2-1-44
nagomien@ma.medias.ne.jp
478-0017
知多市新知字二股10-1

tutti@gol.com
465-0022
名古屋市名東区藤森西町301-1

052-711-1236
052-726-6135
0562-54-0777
0562-56-6753

施設E-mailアドレス
／施設所在地
whjhimawari@yahoo.co.jp
475-0918
半田市雁宿町1-22-1
whjjjhimawari@orion.ocn.ne.jp
475-0977
半田市吉田町4-175
whjsaima@whj.sakura.ne.jp
447-0836
碧南市若松町3丁目105番
whjgaia1@yahoo.co.jp
447-0035
碧南市中山町1-7
whjsagyousho@whj.sakura.ne.jp
447-0035
碧南市中山町1-16-1
mebi@cac-net.ne.jp
475-0934
半田市椎の木町1-8-1
whjhimawari@yahoo.co.jp
475-0862
半田市住吉町8丁目2
whjhonbu@whj.sakura.ne.jp
447-0066
碧南市丸山町5-25-3
whjgaia1@yahoo.co.jp
447-0035
碧南市中山町1-7
whjhimawari@yahoo.co.jp
whjgaia1@yahoo.co.jp
mebi@cac-net.ne.jp

whjgaia1@yahoo.co.jp
相談 ガイア相談支援センター
447-0035
碧南市中山町1-7
ueno1983@theia.ocn.ne.jp
日中 うえの授産所
464-0083
名古屋市千種区北千種2-1-44
nagomien@ma.medias.ne.jp
日中 なごみ苑
478-0017
知多市新知字七五三山1-4
simeyama@ma.medias.ne.jp
知多市障がい者活動センターやまもも
生産
478-0017
第１
知多市新知字七五三山1
yamamomodai2-09@ma.medias.ne.jp
知多市障がい者活動センターやまもも
生産
478-0032
第２
知多市金沢字中向山7-1
nagomien@ma.medias.ne.jp
地域 地域居住サポート事業所なごみ

052-760-5055
生産 障害福祉サービス事業所ＴＵＴＴＩ
052-760-5056
地域 ＴＵＴＴＩホーム

tutti@gol.com
465-0022
名古屋市名東区藤森西町301-1
tutti@gol.com

施設TEL
／施設FAX

施設長名
(管理者名)

0569-23-3377
加戸 和徳
0569-23-3377
0569-27-8833
矢谷 知恵子
0569-27-8844
0566-93-3956
竹内 涼
0566-93-3957
0566-48-3980
竹内 涼
0566-46-9352
0566-46-2941
竹内 涼
0566-46-2940
0569-20-7755
石川 みどり
0569-27-7455
0569-47-5033
立石 佳輝
0569-47-5032
0566-91-2511
雲出 佑
0566-91-2541
0566-57-1891
松崎 夏実
0566-56-2049
加戸 和徳
松崎 夏実
山本 弘美
0566-48-3980
雲出 道博
0566-46-9352
052-711-1236
渡邉 勲
052-726-6135
0562-54-0777
西尾 和男
0562-56-6753
0562-55-4128
山本 聖二
0562-56-1571
0569-43-8741
勝﨑 当仁
0569-43-8743
西尾 和男
052-760-5055
伊藤 幸子
052-760-5056
伊藤 幸子

通番

73

法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL
社福）ときわ会
／ 大池 良平
http://www.tokiwakai-konan.or.jp/

法人E-mailアドレス
／法人所在地
fujinoki@sirius.ocn.ne.jp
483-8363
江南市河野町五十間88

法人TEL
／法人FAX

部会

施設名

0587-57-7551
障害 ふじの木園
0587-57-7773
日中 ときわ作業所

74

社福）としなが福祉会
／ 小林 恭子
http://tosinaga.sakura.ne.jp/

hotarunosato@tosinaga.sakura.ne.jp
441-1203
豊川市足山田長年長1-6

0533-93-7686
障害 障害者支援施設ホタルの郷
0533-93-7689
日中 生活介護事業所すまいる
地域 ふれんど
相談 ホタルの郷相談支援事業所

75

社福）富田福祉会

／ 伊藤 文子

s_info@tomita-fukushikai.org
454-0957
名古屋市中川区かの里2-212

052-301-3141
日中 富田作業所
052-301-9944
地域 友愛ホーム

76

社福）豊明福祉会
http://toyofuku.p-kit.com/

／ 三浦 美智子

toyofuku@toyofuku.or.jp
470-1101
豊明市沓掛町中川81-2

0562-85-1491
児通 児童デイサービスふぁーもにー
0562-85-2037
日中 フレンズ

日中 メイツ

生産 就労支援センターあびっと

地域 ファインホームヘルプ事業所
地域 みさき館

77

78

社福）豊田市福祉事業団

社福）豊橋市福祉事業会
http://tf-jigyoukai.org/

／ 髙橋 脩

／ 髙須 博久

fukushijigyodan@city.toyota.aichi.jp
471-0062
豊田市西山町2-19

jimukyoku@tf-jigyoukai.org
440-0845
豊橋市高師町字北原1-104

施設E-mailアドレス
／施設所在地
fujinoki@sirius.ocn.ne.jp
483-8363
江南市河野町五十間88
tokiwa-s@violin.ocn.ne.jp
483-8345
江南市後飛保町高瀬69
hotarunosato@tosinaga.sakura.ne.jp
441-1203
豊川市足山田町年長1-6
sumairu@tosinaga.sakura.ne.jp
441-1203
豊川市足山田町年長1-22
hurendo@tosinaga.sakura.ne.jp
hotarusoudan@tosinaga.sakura.ne.jp
441-1203
豊川市足山田町年長1-6
s_info@tomita-fukushikai.org
454-0957
名古屋市中川区かの里2-212
s_info@tomita-fukushikai.org
toyofuku@toyofuku.or.jp
470-1101
豊明市沓掛町中川85-2
toyofuku@toyofuku.or.jp
470-1101
豊明市沓掛町中川85-2
meitu@toyofuku.or.jp
470-1101
豊明市沓掛町中川81-2
abitto@toyofuku.or.jp
470-1116
豊明市新田町吉池18-3 総合福祉会館2階
fain-homehelp@toyofuku.or.jp
470-1116
豊明市新田町吉池18-3 総合福祉会館2階
k.s.fain@toyofuku.or.jp

fukushijigyodan@city.toyota.aichi.jp
0565-32-8980
児通 豊田市こども発達センターひまわり
471-0062
0565-32-8987
豊田市西山町2-19
dai2himawari@hm.aitai.ne.jp
豊田市障がい者総合支援センター第二
日中
471-0065
ひまわり
豊田市平芝町5-13
dan001@hm7.aitai.ne.jp
日中 豊田市障がい者総合支援センター暖
471-0065
豊田市平芝町5-13
yutaka@tf-jigyoukai.org
0532-62-0018
児入 豊橋ゆたか学園
440-0845
0532-62-0061
豊橋市高師町字北原1-104
kusunoki@tf-jigyoukai.org
児通 豊橋くすのき学園
440-0845
豊橋市高師町字北原1-103

施設TEL
／施設FAX

施設長名
(管理者名)

0587-57-7551
春日 井昌市
0587-57-7773
0587-57-7101
滝 正直
0587-58-8593
0533-93-7686
鈴木 教仁
0533-93-7689
0533-93-6133
川口 真史
0533-93-6133
山﨑 隆行
0533-93-3771
山﨑 隆行
0533-93-3771
052-301-3141
深谷 晃吉
052-301-9944
深谷 晃吉
0562-91-6070
守谷 千春
0562-85-2037
0562-85-2033
守谷 千春
0562-85-2037
0562-91-1890
大谷 真弘
0562-91-1886
0562-85-5080
佐藤 剛
0562-85-5071
0562-85-5081
大谷 真弘
0562-85-5071
伊藤 美紀
0565-32-7382
成瀬 陽子
0565-32-7383
0565-31-3370
市川 繁夫
0565-31-3391
0565-37-1781
橋本 洋美
0565-37-1737
0532-62-0112
山田 吉勝
0532-66-0986
0532-61-8273
後藤 正教
0532-39-6005

通番

法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL

法人E-mailアドレス
／法人所在地

法人TEL
／法人FAX

施設名

部会
障害 豊橋ちぎり寮

日中 豊橋にしぐち学園

生産 ワークス岩西
地域 あいあいホーム
地域 いきいきホーム
地域 てんぱくホーム
相談 相談支援センター木もれ陽

79

80

社福）豊山町社会福祉協議会

社福）童里夢
http://www.doriimu.net/

／ 井上 博司

／ 大森 妙子

toyoyama-syakyo@sf.starcat.ne.jp
480-0202
0568-29-0002
日中 豊山町福祉作業所
西春日井郡豊山町大字豊場字諏訪270 総 0568-28-5925
合福祉センターしいの木内
doriimu@mx3.tees.ne.jp
0532-87-0800
日中 多機能型事業所童里夢
441-1112
0532-87-0801
豊橋市石巻町字野田6-5
生産 生活介護事業所奏楽

地域

地域生活支援センターすたぁと（訪問
系）

地域 共同生活支援ぱぁとなぁ

81

社福）永美福祉会
http://www.nagami.or.jp/

／ 沢田 一郎

nagami001@clovernet.ne.jp
496-0026
津島市唐臼町郷裏55

0567-58-1490
児通 かるがも園
0567-58-4440
生産 彩雲館

生産 しらさぎ福祉園

地域 しらさぎホームヘルプステーション
地域 しらさぎケアホーム

82

社福）名古屋キリスト教社会館
http://www.shakaikan.com/

／ 湧井 規子

honbu@shakaikan.com
457-0805
名古屋市南区三吉町6-17

052-612-3370
児通 東部地域療育センターぽけっと
052-611-9085
児通 南部地域療育センターそよ風

児通 発達センターあつた

施設E-mailアドレス
／施設所在地
chigiri@tf-jigyoukai.org
440-0845
豊橋市高師町字北原1-107
nishiguchi@tf-jigyoukai.org
440-0845
豊橋市高師町字北原1-103
works@tf-jigyoukai.org
440-0845
豊橋市高師町字北原1-107
aiai@tf-jigyoukai.org
aiai@tf-jigyoukai.org
aiai@tf-jigyoukai.org

施設TEL
／施設FAX

施設長名
(管理者名)

0532-61-0117
濱 敦里
0532-66-0371
0532-64-3596
木本 隆宏
0532-64-3655
0532-62-0118
坂神 美恵
0532-62-7141
杉浦 伸枝
杉浦 伸枝
杉浦 伸枝

komorebi@tf-jigyoukai.org
440-0845
豊橋市高師町字北原1-107

0532-61-1172
杉浦 伸枝
0532-61-3539

toyoyama-syakyo@sf.starcat.ne.jp
480-0202
西春日井郡豊山町大字豊場字諏訪270

0568-28-5925
堀場 昇
0568-28-5925

doriimu@mx3.tees.ne.jp
441-1112
豊橋市石巻町字野田6-5
soura@tees.jp
441-1112
豊橋市石巻町字野田35-2
sutaato@axel.ocn.ne.jp
440-0015
豊橋市牛川薬師町10 南無三館西館
cosmos@doriimu.or.jp
karugamo3915@vivid.ocn.ne.jp
496-0045
津島市東柳原町3-69
saiunkan7111@juno.ocn.ne.jp
496-0863
津島市上之町1-54-2
shira177@clovernet.ne.jp
496-0004
津島市蛭間町字弁日177
shira-h@oasis.ocn.ne.jp
496-0004
津島市蛭間町字弁日176
d.noro@nagami.or.jp
pocket@shakaikan.com
464-0032
名古屋市千種区猫洞通1-15
n_soyokaze@yahoo.co.jp
457-0805
名古屋市南区三吉町6-17
nks_h_atuta@yahoo.co.jp
456-0031
名古屋市熱田区神宮4-9-12

0532-87-0800
福井 正之
0532-87-0801
0532-87-1500
中島 博之
0532-87-1510
0532-51-6885
山田 明美
0532-51-6886
梶尾 義頼
0567-27-3915
吉田 一江
0567-27-3916
0567-24-7111
松永 信行
0567-28-5551
0567-25-8226
沢田 一郎
0567-27-4080
0567-24-7729
長崎 宏
0567-24-7799
松永 信行
052-782-3388
福武 馨
052-782-0771
052-612-3433
佐藤 明裕
052-612-3411
052-681-1167
安藤 典明
052-681-1178

通番

83
84

法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL

社福）名古屋厚生会

／ 黒田 文雄

社福）名古屋手をつなぐ育成会 ／ 山嵜 梅治
http://www.nagoyaikuseikai.or.jp/

法人E-mailアドレス
／法人所在地

info@nagoyakouseikai.or.jp
451-0052
名古屋市西区栄生1-2-2
honbu@nagoyaikusei.info
456-0031
名古屋市熱田区神宮4-4-5

法人TEL
／法人FAX

052-551-1944
052-561-3993
052-671-6211
052-671-6214

施設E-mailアドレス
／施設所在地
chiyoda@shakaikan.com
児通 発達センターちよだ
463-0053
名古屋市守山区小幡千代田24-17
n-works@nagoyakouseikai.or.jp
日中 名古屋厚生会館ワークス
451-0051
名古屋市西区則武新町1-23-12
komoto@gld.mmtr.or.jp
障害 サポートセンターｂｅｉｎｇ小本
454-0828
名古屋市中川区小本1-20-37
nagoyaikusei-atsuta@ia1.itkeeper.ne.jp
日中 サポートセンターｂｅｉｎｇあつた
456-0031
名古屋市熱田区神宮4-4-5
fukiage@ec7.technowave.ne.jp
日中 サポートセンターｂｅｉｎｇ吹上
466-0002
名古屋市昭和区吹上町1-35-7
mizuho-jusanjyo@leaf.ocn.ne.jp
生産 サポートセンターｂｅｉｎｇ瑞穂
467-0847
名古屋市瑞穂区神穂町7-35
wakamizu@peace.ocn.ne.jp
生産 サポートセンターｂｅｉｎｇ若水
464-0071
名古屋市千種区若水3-21-22
ryokusinkai@major.ocn.ne.jp
生産 サポートｂｅｉｎｇ緑親
458-0801
名古屋市緑区鳴海町森下21-6
s-tuukin@wings.ne.jp
生産 ジョブサポートセンターｂｅｉｎｇ桜山
466-0025
名古屋市昭和区下構町1-3
honbu@nagoyaikusei.info
地域 あつた福祉ホーム
456-0031
名古屋市熱田区神宮4-4-5
honbu@nagoyaikusei.info
ガイドヘルプサービスステーション育成
地域
456-0031
会
名古屋市熱田区神宮4-4-5
honbu@nagoyaikusei.info
地域 地域活動支援センターあつたいこい
456-0031
名古屋市熱田区神宮4-4-5
komoto@gld.mmtr.or.jp
地域 荒越グループホーム

部会

施設名

地域 塩付グループホーム
地域 堀田グループホーム

85

社福）名古屋西福祉会
http://sakuragi-jyusanjo.jp/

／ 百瀬 昭

nisifuku@sage.ocn.ne.jp
451-0044
名古屋市西区菊井1-21-16

052-583-4461
生産 桜木授産所
052-583-4460
地域 さくらぎホーム

86

社福）名古屋東福祉協会

／ 鬼頭 正男

yamabuki@lily.ocn.ne.jp
461-0011
名古屋市東区白壁1-41

052-961-5677
日中 山吹ワーキングセンター
052-961-5560
日中 山吹ワーキングセンター明倫
地域 やまぶきホーム

s-tuukin@wings.ne.jp
－
nisifuku@sage.ocn.ne.jp
451-0044
名古屋市西区菊井1-21-16
nisifuku@sage.ocn.ne.jp
yamabuki@lily.ocn.ne.jp
461-0011
名古屋市東区白壁1-41
saposen-yamabuki@jasmine.ocn.ne.jp
461-0032
名古屋市東区出来町三丁目19番26号
saposen-yamabuki@jasmine.ocn.ne.jp

施設TEL
／施設FAX

施設長名
(管理者名)

052-792-7277
小原 貴史
052-792-7258
052-583-0628
奥田 徹
052-583-0629
052-361-9881
稲垣 敬三
052-361-9883
052-671-6212
武田 弘一
052-671-6239
052-741-1419
山田 文在
052-741-2080
052-824-9115
山本 真澄
052-824-1777
052-721-1300
山口 智弘
052-721-1505
052-891-3452
宮瀬 欽史
052-891-3452
052-853-3978
山口 智弘
052-853-3975
052-671-6211
山嵜 梅治
052-671-6214
052-671-6234
坂野 良子
052-671-6214
052-671-6211
前田 和宣
052-671-6214
畑佐 昭喜
山口 智弘
加藤 広子
052-583-4461
大島 賢治
052-583-4460
大島 賢治
052-961-5677
小川 健二
052-961-5560
052-799-3991
利國 浩象
052-799-3996
鹿島 政雄

通番

法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL

法人E-mailアドレス
／法人所在地

法人TEL
／法人FAX

部会

施設名

相談 東区障害者基幹相談支援センター

87

社福）西春日井福祉会
／ 今村 達雄
http://care-net.biz/23/nishikasugai/

nisikasugaihukusikai@deluxe.ocn.ne.jp
452-0962
清須市春日新町95

052-408-0515
障害 尾張中部福祉の杜
052-408-5515
日中 尾張中部福祉の杜（地域活動）

地域 尾張中部福祉の杜（訪問系）

相談 尾張中部福祉の杜（相談支援）

88
89

社福）西春福祉会

／ 高桑 金平

社福）ぬくもり福祉会
http://nukumorinet.jp/

／ 鈴木 逸郎

himawari1241@joy.ocn.ne.jp
481-0039
北名古屋市法成寺神子前70
nukumori@katch.ne.jp
446-0046
安城市赤松町北新屋敷112-1

0568-24-1118
生産 にしはるひまわり作業所
0568-24-1575
0566-77-5222
日中 ぬくもりの家
0566-77-8666
日中 ぬくもりの郷

生産 安城市虹の家

生産 ぬくもりワークス

生産 まるくてワークス
地域 アットホーム

90

社福）幡豆福祉会

／ 牧野 匠

tomokuni@katch.ne.jp
444-0504
西尾市吉良町友国新田4-2

0563-35-1891
生産 友国作業所
0563-35-3020
地域 富好の家

91

社福）ひかり学園

／ 都市 康雄

hikari-g@juno.ocn.ne.jp
484-0061
犬山市大字前原字橋爪山123

0568-61-4591
障害 ひかり学園
0568-62-4074
地域 日の出ホーム

92

社福）飛翔
／ 川上 輝昭
http://tefux2.sakura.ne.jp/

93

社福）ひまわり福祉会
http://www.kidoairaku.org/

／ 林 照美

tefutefu1@poppy.ocn.ne.jp
468-0055
名古屋市天白区池場2-1005
himawari@kidoairaku.org
488-0035
尾張旭市上の山町間口2584・2589-2

052-800-5960
日中 てふてふ
052-800-5963
0561-53-9500
障害 障害者支援施設ひまわりの風
0561-53-9520
生産 ひまわり
地域 ひまわりホーム

施設E-mailアドレス
／施設所在地
higashi-shien@piano.ocn.ne.jp
461-0003
名古屋市東区筒井3-1-14
fukushinomori@rhythm.ocn.ne.jp
481-0041
北名古屋市九之坪笹塚22
fukushinomori@rhythm.ocn.ne.jp
481-0041
北名古屋市九之坪笹塚22
fukushinomori@rhythm.ocn.ne.jp
481-0041
北名古屋市九之坪笹塚22
fukushinomori@rhythm.ocn.ne.jp
481-0041
北名古屋市九之坪笹塚22
himawari1241@joy.ocn.ne.jp
481-0039
北名古屋市法成寺神子前70
iino@selp.or.jp
446-0065
安城市大東町5-28
nukumori@katch.ne.jp
446-0046
安城市赤松町北新屋敷112-1
niji@katch.ne.jp
446-0043
安城市城南町2-9-20
works@katch.ne.jp
446-0046
安城市赤松町恋塚87-1
marukute@katch.ne.jp
446-0066
安城市池浦町丸田160-2
iino@selp.or.jp
tomokuni@katch.ne.jp
444-0504
西尾市吉良町友国新田4-2
tomokuni@katch.ne.jp
hikari-g@juno.ocn.ne.jp
484-0061
犬山市大字前原字橋爪山123
hikari-g@juno.ocn.ne.jp
tefutefu1@poppy.ocn.ne.jp
468-0055
名古屋市天白区池場2-1005
himawarinokaze@gmail.com
465-0065
名古屋市名東区梅森坂3-3607
wagamama@aquamarine.bforth.com
488-0035
尾張旭市上の山町間口2584-2589-2
himawarinokaze@gmail.com

施設TEL
／施設FAX

施設長名
(管理者名)

052-932-7584
村瀬 喜久
052-932-7585
0568-22-1123
大野 高稔
0568-26-4455
0568-22-1123
大野 高稔
0568-26-4455
0568-22-1123
大野 高稔
0568-26-4455
0568-22-1123
大野 高稔
0568-26-4455
0568-24-1118
岡部 憲子
0568-24-1575
0566-77-0555
飯野 恭央
0566-77-5550
0566-77-5222
鈴木 博
0566-77-8666
0566-76-2233
髙野 浩昌
0566-76-2240
0566-77-1555
髙野 浩昌
0566-77-6969
0566-77-1000
鈴木 眞一
0566-77-1091
飯野 恭央
0563-35-1891
小嶋 隆正
0563-35-3020
小嶋 隆正
0568-61-4591
佐藤 輝夫
0568-62-4074
佐藤 輝夫
052-800-5960
若林 健一
052-800-5963
052-709-3811
榎本 博文
052-709-3812
0561-53-9500
中上 晋一
0561-53-9520
及部 佳之

通番

法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL

法人E-mailアドレス
／法人所在地

法人TEL
／法人FAX

部会

地域 ひまわりホームⅡ

94

社福）平針福祉会
http://www.hirabari-f.or.jp/

／ 岡本 昭

fukujuso@f2.dion.ne.jp
468-0021
名古屋市天白区天白町大字平針字黒石
2878-354

052-805-3046
障害 福寿荘
052-802-6326

日中 はあと平針

日中 若杉作業所

生産 みーる平針
地域 ラルクホーム

95

社福）ふそう福祉会
http://www.fuso-swsc.jp/

／ 堀場 善夫

tanpopo@fuso-swsc.jp
480-0101
丹羽郡扶桑町大字山那字番所下83-6

0587-91-2311
日中 たんぽぽ
0587-91-2333
生産 べーかりーたんぽぽ

地域 ぴーす
地域 ハーモニー

96

社福）ふたば福祉会

／ 横山 林子

web_info@willowfutaba.jp
489-0987
瀬戸市西山町1-46-18

0561-87-4128
日中 ふたば園
0561-87-4129
日中 ふたば作業所

地域 ふたばホーム

97

社福）橅の森

／ 中井 堯雄

buna@cap.ocn.ne.jp
458-0006
名古屋市緑区細口3-113

052-878-3327
日中 ぶなの家
052-878-9927
地域 ライフサポート橅
地域 ドエルデザイン
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社福）みかわ
／ 松本 孝司
http://hananokien.sakura.ne.jp/

hananoki-8000@alpha.ocn.ne.jp
444-0204
岡崎市土井町字花ノ木5

社福）觀寿々会
http://www.misuzukai.jp/

info.misuzukai@misuzukai.jp
465-0041
名古屋市名東区朝日が丘75-5

0564-57-8000
生産 花の木苑
0564-71-3026
地域 たかはた
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／ 小出 直

施設E-mailアドレス
／施設所在地

施設名

052-776-5592
障害 障害者支援施設ペガサス・Ⅱ
052-776-5089

－
fukujuso@f2.dion.ne.jp
468-0021
名古屋市天白区天白町大字平針字黒石
2878-354
info-hart@hirabari-f.or.jp
468-0021
名古屋市天白区天白町大字平針字黒石
2878-354
info-wakasugi@hirabari-f.or.jp
466-0025
名古屋市昭和区下構町1-3
info-mi-ru@hirabari-f.or.jp
468-0030
名古屋市天白区平針台1-410-1
fukujuso@f2.dion.ne.jp
tanpopo@fuso-swsc.jp
480-0101
丹羽郡扶桑町大字山那字番所下83-6
bakery@fuso-swsc.jp
480-0102
丹羽郡扶桑町大字高雄字堂子81-2
peace@fuso-swsc.jp
480-0101
丹羽郡扶桑町大字山那字番所下83-6
bakery@fuso-swsc.jp
futabaen@titan.ocn.ne.jp
489-0925
瀬戸市西寺山町27-2
futbasgsmx17@yahoo.co.jp
489-0925
瀬戸市西寺山町55
futabaen@titan.ocn.ne.jp
489-0925
瀬戸市西寺山町27-2
prime@bunanomori-fk.com
458-0006
名古屋市緑区細口3-113
prime@bunanomori-fk.com
458-0006
名古屋市緑区細口3-113
prime@bunanomori-fk.com
hananoki-8000@alpha.ocn.ne.jp
444-0204
岡崎市土井町字花ノ木5
hananoki-8000@alpha.ocn.ne.jp
info.pegasus2@misuzukai.jp
448-0001
刈谷市井ヶ谷町石根1-98

施設TEL
／施設FAX

施設長名
(管理者名)
小林 正子

052-805-3046
豊島 一晴
052-802-6326

052-804-8571
越野 十志根
052-806-2885
052-680-7123
田村 敏之
052-680-7087
052-808-2240
越野 十志根
052-808-2246
豊島 一晴
0587-91-2311
三品 拓馬
0587-91-2333
0587-81-4155
江口 美鈴
0587-81-8622
0587-92-2992
花井 吏美
0587-92-2992
長谷川 靖記

0561-82-1148
加藤 きづな
0561-82-4966
0561-83-0373
中島 津根雄
0561-83-0422
0561-82-1148
加藤 きづな
0561-82-4966
052-878-3327
中井 香代子
052-878-9927
052-878-3327
中川 洋
052-878-9927
柴山 好子
0564-57-8000
森 隆弘
0564-71-3026
森 隆弘
0566-26-1833
酒井 克朗
0566-26-1835

通番

法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL

法人E-mailアドレス
／法人所在地

法人TEL
／法人FAX

部会

施設名

障害 ペガサス

日中 刈谷市つくし作業所

日中 バストマトズ

日中 觀寿々園
地域 アスパラトーズ
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社福）みず美福祉会

／ 水谷 正善

社福）みなと福祉会
／ 高木 弘己
http://www.minato-fukushikai.jp/

sobue-fukushien@mre.biglobe.ne.jp
495-0031
稲沢市祖父江町上牧西6
kunoken1@outlook.jp
455-0803
名古屋市港区入場1-114-1

0587-97-9171
生産 そぶえ福祉園
0587-97-0524
052-355-8000
日中 うろじの家
052-355-8008
日中 しおかぜ作業所

日中 わーくす昭和橋

生産 イルカ作業所
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社福）みはま福祉会

／ 飯鉢 紫奈子

tutuji@tac-net.ne.jp
470-2401
知多郡美浜町大字布土字和田80

0569-82-2260
日中 セルプ・アゼーリア
0569-82-2263
地域 ケアホーム花水木
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社福）無門福祉会
／ 三浦 孝司
http://www.mumon-fukushi.net/

info@mumon-fukushi.net
470-0376
豊田市高町東山7-43

0565-45-7883
障害 障がい者支援施設むもん
0565-45-7886
生産 むもんカンパニー

生産 むもんカンパニー青い空

地域 むもんホームヘルプステーション
地域 むもんホーム１
地域 むもんホーム３
地域 むもんホーム２
相談 むもん生活支援センター

施設E-mailアドレス
／施設所在地
info.pegasus@misuzukai.jp
448-0001
刈谷市井ヶ谷町西石根1-13
info.tsukushi@misuzukai.jp
448-0001
刈谷市井ヶ谷町石根1-51
info.bustomato@misuzukai.jp
446-0014
安城市別郷町油石104-1
info.misuzuen@misuzukai.jp
470-0431
豊田市西中山町後田97-33
－
sobue-fukushien@mre.biglobe.ne.jp
495-0031
稲沢市祖父江町上牧西6
urojinoie@dune.ocn.ne.jp
455-0858
名古屋市港区西茶屋4-111
shiokaze@peace.ocn.ne.jp
455-0074
名古屋市港区正保町8-134
minatoshouwa@yahoo.co.jp
454-0836
名古屋市中川区福船町4-1
spnz8m59@able.ocn.ne.jp
455-0857
名古屋市港区秋葉1-191-2
tutuji@tac-net.ne.jp
470-2401
知多郡美浜町大字布土字和田80
tutuji@tac-net.ne.jp
info@mumon-fukushi.net
470-0376
豊田市高町東山7-43
info@mumon-fukushi.net
470-0373
豊田市四郷町山畑138-21
aoisora@mumon-fukushi.net
470-0373
豊田市四郷町天道1-14
info@mumon-fukushi.net
470-0373
豊田市四郷町天道1-14
info@mumon-fukushi.net
info@mumon-fukushi.net
info@mumon-fukushi.net
info@mumon-fukushi.net
470-0376
豊田市高町東山7-43

施設TEL
／施設FAX

施設長名
(管理者名)

0566-36-6733
堤 勝彦
0566-36-7966
0566-36-2831
橋口 磨理子
0566-36-2820
0566-72-3433
橋口 磨理子
0566-72-3434
0565-76-3133
岩月 千里
0565-76-3166
橋口 磨理子

0587-97-9171
加納 健二
0587-97-0524
052-309-7390
田畑 茂和
052-309-7391
052-384-8567
堀田 拓恵
052-384-8606
052-361-5150
田中 弘樹
052-361-5170
052-302-1075
佐藤 彩
052-302-1077
0569-82-2260
藤原 達也
0569-82-2263
藤原 達也
0565-45-7883
阪田 征彦
0565-45-7886
0565-47-4601
中本 健太
0565-47-4601
0565-46-9871
重松 朋博
0565-46-9872
0565-46-9871
川島 毅
0565-46-9872
川島 毅
川島 毅
川島 毅
0565-45-7883
阪田 征彦
0565-45-7886

通番
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法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL
社福）名東福祉会
http://www.meito.or.jp

／ 山田 達巳

法人E-mailアドレス
／法人所在地
yamada@meito.or.jp
465-0055
名古屋市名東区勢子坊2-1303

法人TEL
／法人FAX

部会

施設名

052-702-2864
障害 レジデンス日進
052-701-2079
日中 天白ワークス

日中 はまなす

生産 メイトウ・ワークス
地域 上ノ山ホーム
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社福）名北福祉会
http://meihoku-fukushi.org

／ 黒川 富子

meihoku-honbu@train.ocn.ne.jp
462-0807
名古屋市北区御成通3-20-4

052-910-3066
生産 めいほく共同作業所
052-912-5188
生産 めいほく鳩岡の家
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社福）ゆたか福祉会
／ 鈴木 清覚
http://www.yutakahonbu.com/

kanri@yutakahonbu.com
457-0852
名古屋市南区泉楽通4-5-3

052-698-7356
障害 グループハウスなぐら
052-698-7358
障害 第２ゆたか希望の家

障害 ゆたか希望の家

日中 あかつき共同作業所

日中 なるみ作業所

日中 みのり共同作業所

生産 つゆはし作業所

生産 ふれあい共同作業所

生産 ゆたか作業所

生産 リサイクル港作業所

地域 ゆたか通勤寮
地域 グループホームエール

施設E-mailアドレス
／施設所在地
yamada@meito.or.jp
470-0124
日進市浅田町上納58-4
tenpaku@meito.or.jp
468-0023
名古屋市天白区御前場町327
hamanasu@meito.or.jp
465-0054
名古屋市名東区高針台1-911
meitoworks@meito.or.jp
465-0055
名古屋市名東区勢子坊2-1303
yamada@meito.or.jp
meihoku3@crocus.ocn.ne.jp
462-0802
名古屋市北区上飯田北町4-39
meihokuhatooka@sirius.ocn.ne.jp
462-0025
名古屋市北区鳩岡町1-1-5
yutaka-n@voice.ocn.ne.jp
441-2432
北設楽郡設楽町東納庫字松山6-3
yutaka2@alto.ocn.ne.jp
441-2432
北設楽郡設楽町東納庫字松山6-3
kibounoiekanri@tiara.ocn.ne.jp
458-0818
名古屋市緑区鳴海町字大清水69-1404
akatsuki-kanri@gol.com
481-0004
北名古屋市鹿田西村前92
narumikanri@gol.com
458-0818
名古屋市緑区鳴海町字大清水69-1404
minori-selp@gol.com
457-0823
名古屋市南区元塩町3-1-3
tsuyuhashi@gol.com
454-0024
名古屋市中川区柳島町1-3-2
fureai.kanri@gol.com
457-0068
名古屋市南区南野2-168
yutaka-kanri@comet.ocn.ne.jp
457-0852
名古屋市南区泉楽通4-5-3
info@recycle-minato.com
455-0075
名古屋市港区正徳町6-69-1
tuukinryo@gol.com
457-0823
名古屋市南区元塩町1-25-2
gh-yell.2015-4-1@utopia.ocn.ne.jp

施設TEL
／施設FAX

施設長名
(管理者名)

052-805-1003
山田 達巳
052-805-1004
052-804-5487
礒部 敦志
052-804-5416
052-704-7551
小川 照美
052-704-7552
052-702-2864
豊田 昌宏
052-701-2079
山田 達巳
052-916-4470
梶村 和弘
052-916-4472
052-911-0055
佐藤 悦弘
052-911-1155
0536-65-0370
荒川 元仁
0536-65-0377
0536-65-0370
伊藤 美香
0536-65-0377
052-878-6912
倉地 伸顕
052-876-0404
0568-25-0171
源平 由佳
0568-25-0168
052-878-6921
佐藤 三紀
052-879-5931
052-612-6237
佐藤 正章
052-612-6271
052-353-3175
伊藤 浩
052-353-8625
052-613-2479
宮園 誠司
052-613-2488
052-692-3531
吉田 博
052-691-3532
052-382-1933
阿部 直美
052-382-5697
052-611-7781
末田 友子
052-611-7786
西原 恵美

通番

法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL

法人E-mailアドレス
／法人所在地

法人TEL
／法人FAX

部会

施設名

地域 ゆたか生活支援事業所あつた
地域 ゆたか生活支援事業所なかがわ
地域 ゆたか生活支援事業所なるお
地域 ゆたか生活支援事業所みどり
地域 ゆたか生活支援事業所みなみ
107

社福）養楽福祉会
http://www.youwasou.jp/

／ 入谷 直賢

info@youwasou.jp
487-0031
春日井市廻間町神屋洞703-1

0568-93-9080
障害 第二養和荘
0568-93-9081
障害 はるひ荘

障害 養楽荘

障害 養和荘

日中 はさま

日中 みずほ

生産 さいおワークス

生産 なかぎりワークス

生産 わかば
地域 グループホーム坂下
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社福）よつ葉の会
http://yotsuba-kai.jp/

／ 鈴木 美知子

yhead-yotsuba@mbs.sphere.ne.jp
451-0083
名古屋市西区新福寺町2-6-2

052-529-5400
障害 よつ葉の家
052-529-5401
日中 鳥見作業所

日中 よつ葉作業所
地域 笠取グループホーム
地域 上堀越グループホーム
地域 笹塚グループホーム

施設E-mailアドレス
／施設所在地
homeshirotori@forest.ocn.ne.jp
tsuyuhashikanri@cronos.ocn.ne.jp
hoshizaki-home@cocoa.plala.or.jp
homemidori@re.commufa.jp
jigyousho-minami@mediacat.ne.jp
daini@youwasou.jp
487-0031
春日井市廻間町字神屋洞703-1
haruhisou@youwasou.jp
487-0032
春日井市高森台5-6-5
yourakusou@youwasou.jp
487-0032
春日井市高森台5-6-5
youwaso@youwasou.jp
487-0031
春日井市廻間町字神屋洞703-1
hasama@youwasou.jp
487-0031
春日井市廻間町字神屋洞703-1
mizuho@youwasou.jp
486-0845
春日井市瑞穂通1-45
saio@youwasou.jp
480-0302
春日井市西尾町前新田325-5
nakagiri@youwasou.jp
486-0925
春日井市中切町3-3-17
wakaba@youwasou.jp
487-0031
春日井市廻間町字神屋洞703-2
chiiki-shienbu@ace.ocn.ne.jp
yhead-yotsuba@mbs.sphere.ne.jp
451-0083
名古屋市西区新福寺町2-6-2
k-okada@mail.yotsuba-kai.org
451-0071
名古屋市西区鳥見町3-16-2
izuta@mail.yotsuba-kai.org
451-0072
名古屋市西区笠取4-77
yuasa-yotsuba@mbs.sphere.ne.jp
kume@mail.yotsuba-kai.org
kawashita@mail.yotsuba-kai.org

施設TEL
／施設FAX

施設長名
(管理者名)
羽田野 努
田口 真理子

岡原 真吾
熊谷 由美子

柴山 まさえ
0568-93-9071
渋谷 聖実
0568-93-9072
0568-29-5247
小原 伸二
0568-29-5267
0568-41-9880
服部 暢宏
0568-41-9885
0568-88-0322
梶田 稔
0568-88-0378
0568-88-0363
山田 理佳
0568-88-0413
0568-84-5123
山中 利宏
0568-37-4187
0568-93-0533
森 博一
0568-93-0534
0568-87-6557
西尾 千里
0568-87-6558
0568-88-4611
浅野 真吾
0568-88-8580
林 幸児
052-529-5400
北村 榮章
052-529-5401
052-528-3907
岡田 一男
052-528-3902
052-522-8202
伊豆田 眞也
052-522-8205
武田 明彦
鷲見 昌伸
川下 修司

通番

法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL
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社福）米山寮
／ 島津 達雄
http://yoneyamasekirei.com/

110

社福）ラ・エール
http://www.la-aile.or.jp/

111
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社福）若草学園

／ 田島 毓堂

／ 加藤 貫一

社福）若竹荘
／ 鈴木 鐵也
http://www.wakatakeso.com/

法人E-mailアドレス
／法人所在地

yoneyama_mouji@yoneyamasekirei.com
444-0008
岡崎市洞町字八王子1-1
contact@la-aile.or.jp
453-0069
名古屋市中村区橋下町2-38
wakakusa-gakuen@nifty.com
486-0812
春日井市大泉寺町292-99
wakatake@sage.ocn.ne.jp
442-0007
豊川市大崎町下金居場55

施設E-mailアドレス
／施設所在地
shinpukuji-soudan@mail.yotsuba-kai.org
相談 新福寺町相談支援センター
451-0083
名古屋市西区新福寺町2-6-2
yotsuba-soudan@mail.yotsuba-kai.org
西区障害者基幹相談支援センターよつ 451-0061
相談
名古屋市西区浄心一丁目1番6号 シティ・
葉
ファミリー浄心101号
yoneyama_mouji@yoneyamasekirei.com
0564-23-7167
児入 米山寮盲児部
444-0008
0564-81-1606
岡崎市洞町字八王子1-1
contact@la-aile.or.jp
052-461-0201
日中 ラ・エール
453-0069
052-461-0222
名古屋市中村区橋下町2-38
vivre@la-aile.or.jp
地域 ビブレ
法人TEL
／法人FAX

部会

施設名

0568-81-4788
児入 若草学園
0568-81-4902
0533-86-2533
生産 あけぼの作業所
0533-86-2955
地域 おひさまホーム
相談 地域生活推進センター
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ＮＰＯ）いっぽハウス

ＮＰＯ）きらら

／ 重松 ひとみ

／ 濱盛 加奈代

ＮＰＯ）くらし応援ネットワーク ／ 岡部 昭子

kwsnf168@ybb.ne.jp
462-0825
名古屋市北区大曽根1-17-8

052-916-8971
地域 ヘルパーステーション１・２の３歩
052-916-8971

地域 グループホームにい・さんのいえ
NQC58576@nifty.com
052-734-7543
障害者デイサービスセンターきららハウ
466-0027
日中
ス
名古屋市昭和区阿由知通2-4 ライフビル１ 052-743-7543
階
地域 ともにハウス

hq@kurashi-o-en.org
456-0002
名古屋市熱田区金山町1-8-13 彫清ビル
南館601

052-678-7002
生産 就労移行支援事業所ご縁
052-678-7003

生産 びぃえん

生産 ふぅえん

生産 Ｙｏｕ ｅｎ
地域 いーえん
地域 かれん
地域 くぅえん

wakakusa-gakuen@nifty.com
486-0812
春日井市大泉寺町292-99
wakatake@sage.ocn.ne.jp
442-0007
豊川市大崎町下金居場55
wakatake@sage.ocn.ne.jp
wakatake@sage.ocn.ne.jp
442-0007
豊川市大崎町下金居場55
kwsnf168@ybb.ne.jp
462-0825
名古屋市北区大曽根1-17-8
kwsnf168@ybb.ne.jp

施設TEL
／施設FAX

施設長名
(管理者名)

052-528-1025
服部 史忠
052-529-5401
052-528-3166
髙木 愛
052-528-3266
0564-23-7167
藤井 隆
0564-81-1606
052-461-0201
小川 伸
052-461-0222
稲川 美智子

0568-81-4788
加藤 貫一
0568-81-4902
0533-86-3601
都築 裕之
0533-86-1199
都築 裕之
0533-86-3601
都築 裕之
0533-86-1199
052-916-8971
原田 亜佑美
052-916-8971
重松 ひとみ

nqc58576@nifty.com
052-734-7543
石塚 博幸
466-0027
052-734-7543
名古屋市昭和区阿由知通2-4 ライフビル１Ｆ
qqrt4g29k@extra.ocn.ne.jp
石塚 英子

goen@kurashi-o-en.org
456-0002
052-228-8989
岡部 昭子
名古屋市熱田区金山町1-8-13 彫清ビル南 052-228-8981
館702号
b-en@kurashi-o-en.org
052-445-5255
宮崎 善行
490-1105
052-445-5254
あま市新居屋大日70
fu-en@kurashi-o-en.org
052-655-6868
北村 千鶴
454-0838
052-655-6869
名古屋市中川区太平通3-15
youen@kurashi-o-en.org
052-746-8787
古橋 晶
454-0868
052-746-8786
名古屋市中川区草平町2-57-1
een@kurashi-o-en.org
小出 義和

karen@kurashi-o-en.org
qen@kurashi-o-en.org

大門 由紀
正崎 勝紀

通番

法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL

法人E-mailアドレス
／法人所在地

法人TEL
／法人FAX

部会

施設名

地域 しーえん
地域 ＺＥＮ
地域 らくえん
相談 ＲＥＮ

116

ＮＰＯ）しらとり
／ 入江 邦子
http://siratori.html.xdomain.jp/

117

ＮＰＯ）昴
／ 野口 和江
http://www.tees.ne.jp/~subaru-sato/

118

119

120

121

ＮＰＯ）どんぐりの会
ＮＰＯ）ゆう
http://npo-you.or.jp/

／ 深民 智子
／ 豊田 和浩

ＮＰＯ）よつ葉

／ 古宮 志乃

ＮＰＯ）来夢

／ 佐治 正光

shiratori-99.4.8@r9.dion.ne.jp
456-0027
名古屋市熱田区旗屋1-8-4
subaru-sato@tees.jp
441-3147
豊橋市大岩町字大穴57-2
donguri86@ccnet-ai.ne.jp
441-0211
豊川市御油町新丁86
info@npo-you.or.jp
442-0066
豊川市金屋元町1-60-1
npo.yotsuba@gmail.com
488-0021
尾張旭市狩宿町1-44-1
raimu@tees.jp
441-8053
豊橋市柱二番町86

052-683-6080
日中 生活介護事業所しらとり
052-683-6080
0532-43-1180
日中 昴
0532-77-0150
0533-88-6739
生産 就労支援事業所どんぐり工房
0533-88-6739
0533-65-8325
児通 豊川市児童発達支援施設ひまわり園
0533-65-8326
0561-76-1231
日中 生活介護事業所よつ葉ハウス
0561-76-1235
0532-47-3043
日中 来夢
0532-47-3043
地域 共同生活援助事業所来夢の家

122

ＮＰＯ）わっぱの会

／ 斎藤 縣三

wappa@wappa-no-kai.jp
462-0843
名古屋市北区田幡1-11-31

052-916-3664
日中 ここからの風 おおぞね
052-916-3665
日中 ワークナビよしの

生産 ベーカリーハウスわっぱん

123

有）野の花舎
／ 加藤 嘉夫
https://nonohanasya.amebaownd.com/

nonohanasya@yahoo.co.jp
458-0801
名古屋市緑区鳴海町字中汐田222-1

052-623-2695
日中 日中活動センターさくらそう
052-623-2639
日中 日中活動センターやぐるまそう

地域 ヘルパーステーションおおばこ

相談 相談支援カモミール

124

株）ティンク
／ 本多 純代
http://www.happy-tink.com/

info@happy-tink.com
446-0045
安城市横山町大山田中48-7

0566-72-5811
児通 Happy very
0566-72-5839
日中 angel-A

施設E-mailアドレス
／施設所在地
ceen@kurashi-o-en.org
zen@kurashi-o-en.org
rakuen@kurashi-o-en.org
ren@kurashi-o-en.org
460-0024
名古屋市中区正木4-8-12 ブラウザ金山501
shiratori-99.4.8@r9.dion.ne.jp
456-0027
名古屋市熱田区旗屋1-8-4
subaru-sato@tees.jp
441-3147
豊橋市大岩町字大穴57-2
donguri86@ccnet-ai.ne.jp
441-0211
豊川市御油町新丁86
himawari@npo-you.or.jp
442-0863
豊川市平尾町諏訪下5
npo.yotsuba@gmail.com
488-0021
尾張旭市狩宿町1-44-1
raimu@tees.jp
441-8053
豊橋市柱二番町86
raimunoie22@yahoo.co.jp
wappa@wappa-no-kai.jp
466-0059
名古屋市昭和区福江1-19-12
wappa@wappa-no-kai.jp
452-0833
名古屋市西区山木1-58
wappa@wappa-no-kai.jp
462-0825
名古屋市北区大曽根4-7-28
ds_sakurasou@yahoo.co.jp
458-0045
名古屋市緑区鹿山3-128
nonohanasya@yahoo.co.jp
458-0801
名古屋市緑区鳴海町字中汐田222-1
nonohanasya@yahoo.co.jp
458-0801
名古屋市緑区鳴海町字中汐田222-1
458-0045
名古屋市緑区鹿山3-128
info@happy-tink.com
446-0045
安城市横山町大山田中48-7
info@happy-tink.com
446-0045
安城市横山町大山田中47-1

施設TEL
／施設FAX

施設長名
(管理者名)
吉田 顕達
奥村 英司
阿部 朋之

052-253-8541
井戸 富美子
052-253-6032
052-683-6080
加藤 光二
052-683-6080
0532-43-1180
野口 雅由
0532-77-0150
0533-88-6739
織田 秀隆
0533-88-6739
0533-88-7281
髙瀬 佐代子
0533-88-7284
0561-76-1231
古宮 志乃
0561-76-1235
0532-47-3043
椿徹
0532-47-3043
佐治 正光
052-919-6677
斎藤 縣三
052-919-6687
052-501-1215
斎藤 縣三
052-501-1215
052-916-3661
斎藤 縣三
052-938-5303
052-895-2131
池 泰郁
052-895-2175
052-623-2696
柴田 英明
052-623-2639
052-622-7131
山田 芳樹
052-623-2639
052-680-8050
加藤 嘉夫
052-680-8051
0566-74-1139
畔柳 美那
0566-72-5839
0566-74-1180
本多 果歩
0566-72-5839

通番

法人種別）法人名／理事長名(代表者名)
ホームページURL

法人E-mailアドレス
／法人所在地

法人TEL
／法人FAX

部会
地域 Tinker bell

施設名

施設E-mailアドレス
／施設所在地
info@happy-tink.com
446-0045
安城市横山町大山田中47-1

施設TEL
／施設FAX

施設長名
(管理者名)

0566-72-5811
鬼崎 明奈
0566-72-5839

