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※記載の●印は事業所のサービス提供内容を表しています。　詳細につきましては、直接事業所にお問い合わせ下さい。

※サービス提供内容（開所日・サービス提供時間など）は変更される場合もありますので、直接事業所にお問い合わせ下さい。

※所在地が他区（千種区外）の事業所もありますが、千種区障害者自立支援連絡協議会の構成団体として参加しています。

月～金

令和2年10月現在

　相談支援　La・まるKu ７３４－２２４１ ７３４－２２４２ 四谷通3丁目26　四ツ谷ビル2階 　【特定】　【障害児】
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千種区障害者福祉事業所一覧　（千種区障害者自立支援連絡協議会　構成団体）

就労継続支援Ｂ型 月～土

７１５－６００９

７４５－９５５８ 内山三丁目7番１１号 就労移行支援・就労定着支援 月～金

９０８－１５９１

春岡通5丁目13番12号メゾンベルジュール春岡1F

仲田２丁目１５番８号　NTビル１０２号

就労継続支援Ｂ型

就労継続支援Ｂ型

月～金

月～土

　発達支援教室tsunagute ７１５－３２７９ ３０８－８７６０ 茶屋坂通2丁目67番地の３　コーポビル第二高岳2F ● 　シェアリング・ライフ

　LITALICOワ－クス名古屋千種

７５０－９００７ 光が丘1丁目3番6号　ｼﾃｨｺｰﾎﾟ光が丘壱号館1階102号 ●

火～土

月～土

　くすのき広場 ８８７－８７５２ ８８７－８７５２ 光が丘2丁目8番22号 ● ●

　コペルプラス 池下教室

　光和寮（名古屋東ジョブトレーニングセンター） ７８４－５５０１月～土

　パレット ７２６－６２３３ ７２６－６３２５ 振甫町２丁目６４番地１ ● ●

　くうねる ７４１－８３００

月～土

７４５－６３３６７８４－６８２７ ７８４－６９２７ 池下１－１１－１１　第４６プロスパー池下２階 ●

日
中
活
動

　ウェルビ－千種センタ－ ７８４－７０１０

　知らす池下 ７５３－５２１７

　ハルクライム千種 ０５０－５３５７－３２１３

　Laugh-la（ラフラ）

　アイビス今池

７１５－６００８

９０８－１５９０

　ピュアハ－ト

　ベ－カリ－＆カフェ　ひまわり

  Re☆ショップなかたbyぐるっぺ

　imago　（イマーゴ）

　リンクス ７１２－６６６０

　オリ－ブ ７４５－６００１

　Sun  Factory ７５３－９５５５

　ワークルーム・ぐるっぺ ７３１－３０７０

月～土(日）

　はるひな ７２５－３０５５ ７２５－３０５６ 神田町14-4　オカダビル3階 ●

　放課後等デイサービス　ぐっどライフ ７５０－９００６

就労移行支援・就労定着支援

就
労
関
係
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

　ノックス葵 ９３０－５２１６ ９３０－５２１７ 東区葵３丁目12番7号　AMS葵3ビル2階 就労移行支援・就労定着支援

７８４－７０１１ 内山三丁目10番22号　ＹＡＭＡＴＯビル3階

７５３－５２１８ 高見２丁目４番７号　井上ビル２階

３０７－３２２１

７４５－９５５５

　こどもプラス覚王山教室 ７５３－６６５０ ７５３－６６６９ 日進通４－９　三旺マンション覚王山A-１０４ ● ●

共同生活援助

事　業　所　名 電　話 ＦＡＸ 所　在　地 提供サービス

　杉田病院グル－プホ－ム　つぼみ ７８１－０４３３ ７８１－３６０７ 星ヶ丘元町１６－２０
居住

　チャレンジドジャパン名古屋今池センター ２１２－７３１５ ２１２－７３１６ 今池3‐16‐12　三貴ビル　５F 就労移行支援・就労定着支援 月～金

四谷通3丁目26　四ツ谷ビル2階 就労移行支援 月～金（土）　La・まるKu

７８４－５５０２ 仲田１丁目１０番１７号　安田ビル１F 就労移行支援・就労定着支援 月～金（土）

７３４－２２４１ ７３４－２２４2

７４５－６３３７ 内山三丁目１０－１７　今池ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ９階E号 就労移行支援・就労定着支援 月～土

月～土

７４１－８３０１ 今池５－１９－１２　すずかけクリニック３階 就労移行支援・就労定着支援 月～土

７１２－６６６３ 萱場１丁目８番９号 就労継続支援A型 月～土

７３２－８５８５ ７３２－８５９０ 内山３－１－１　６F 就労継続支援A型 月～金（土）

７４５－６００２ 千種三丁目１８番１７号 就労継続支援A型 月～土

７２３－３７７３ ７２３－３７７３ 古出来三丁目２－２ 就労継続支援A型 月～金

７５３－９５５６ 今池南7番21号 就労継続支援A型 月～土

８９０－８３８３ ８９０－８３８４ 仲田一丁目6-11-1F 就労継続支援Ｂ型 月～金

就労継続支援Ｂ型 月～金

京命１－２２－２３　神尾ビル２階

月～金（土）

７３１－３０７０ 仲田一丁目９番１２号 就労継続支援Ｂ型 月～金

７１５－６１１５ ７１５－６１３５ 今池５－２０－９ 就労継続支援Ｂ型 月～日

７３３－３５００ 今池５－１９－１２ 就労継続支援Ｂ型 月～日

就労継続支援Ｂ型 月～金

　名古屋ライトハウス緑風 ７８１－２４６６ ７８１－２４７７ 猫洞通一丁目１５番地 就労継続支援Ｂ型 月～金

　＠Doctor　ＣＡＦＥ ７８８－７７１７ ７８８－７７２７ 池園町２－４－２　プラスパア四ツ谷２階

月～金

　サポ－トセンタ－being若水 ７２１－１３００ ７２１－１５０５ 若水三丁目２１番２２号 生活介護　・　就労継続支援Ｂ型 月～金（土）

　うえの授産所 ７１１－１２３６ ７２６－６１３５ 北千種二丁目１－４４ 生活介護　・　就労継続支援Ｂ型

生活介護【基準該当】 月～土

　い～まＦit千種 ７４５－５１５８ ７４５－５１５９ 千種一丁目４番１２号 生活介護 月～金

　かえで ７３１－８１１３ ７３１－８１１５ 吹上２丁目２番６号 生活介護　 月～土

　サラダハウスプラス ９３６－３３３７ ９３６－３３３８ 東区百人町２６番地スクエア百人町１F 生活介護 月～金

生活介護 月～金

　べにしだの家　あらくさ作業室 ７１１－２１８０ ７１１－２１８０ 神田町１４－５　サンサンビル１F 生活介護 月～金(土）

　一期一会 ７５１－５７５７ ４３３－８５８５ 観月町１丁目４０－１ ２F 生活介護 月～土

　作業工房　花２ ７２１－２５８５ ７２１－２５８５ 内山１－１－２１　ベルネージュ１階 生活介護 月～金

地域活動支援Ⅰ型 月～土

　生活介護　はたらくぞう ８４６－４１７６ ７３２－７００５ 千種通6丁目26-1　ﾛｲﾔﾙｼｰｽﾞ２階 生活介護 月～土

　生活介護　PEACH ８４６－４１７６ ７３２－７００５ 向陽1丁目３番２９号　山弘ビル１階 生活介護 月～土

月～土

　児童デイサービス　ネバーランドイースト ９３２－８１６４ ９３２－８１６０ 東区出来町2丁目2‐20 ● ● 月～日

赤坂町七丁目５６番地

　地域活動支援センタ－たかみ ７５３－３６２１ ７５３－３６２１ 高見一丁目２０番２号ＭＮビル２階

　作業工房　花＊花　　　 ７１８－３５０８ ７１８－３５０８

●

内山３－９－１　ザ・エステートパレス１０２

　ホ－ムケアセンタ－サニ－ズ ７５３－６６３６ ７５３－６５７８ 西崎町1丁目６３－１

　ＣＡＦＥ　ＧＡＬＬＥＲＹ寸心 今池店 ７３３－３５００

　Study * Cafe千種 ７４５－９０８８ ７４５－９０８８ 吹上2丁目４番25号　トラフィック吹上５階B号室 ● ● 月～土

月～土

　あさおかのいえ　るぴなす ７３４－８９０５ ７３４－８９０５ 朝岡町3丁目84番地の３ ● ● 月～金(土)

　学習支援塾/放課後等デイサ－ビス　ロシナンテ ８８０－０４２０ ７５０－９６５６ 萱場２－１２－２４ ●

月～土

　こどもプラス日岡教室 ７５１－５５５８ ７５１－７７７８ 日岡町2丁目55番地 ● ● 月～土

　子どもの広場　今池 ７３４－７７０４ ７３４－７７９４ 内山３－１０－２２　YAMATOビル６Ｆ ● ●

月～土

　一期一会Ⅱ ７６４－８３０３ ７０４－４２２０ 観月町１丁目４０－１　1階 ● ● 月～火、木～日

　デイケアセンターコロポックル ７２５－８１５２ ７２５－８１５３ 新西一丁目１－３３　 ● ●

月～土

　児童デイサ－ビス　レスト ７８８－７７８２ ７８８－７７８３ 井上町３８番地　星ヶ丘第１ビル１F ● ● 月～金

　児童デイサ－ビス元気　今池南 ７５３－７１４５ ７５３－７１４５ 今池南２７－１２　レインボー青柳１F ● ●

　まなサポ ７５３－６７３９ ７５３－６７３９ 観月町二丁目62番地　グリュック覚王山202号 ● ● 月～土

月～土

月～金(土)

　児童デイサ－ビス元気 ７５１－７１０３ ７５１－７１０９ 春岡１丁目11番22号 ● ● 月～土

　聴覚・ろう重複センタ－つくしっこ ７３４－９０１５ ７３４－９２１１ 今池南３０－２　川島第三ビル１C・D ● ●

デイサービス

　児童発達支援センタ－さわらび園 ７８２－２７７７ ７８２－３５１３ 新池町１－１８－２ ●

事　業　所　名 電　話 FAX 所　在　地 児童発達 放課後等

千種区役所　福祉課

電話　７５３－１８４４　　ＦＡＸ　７５１－３１２０

千種保健センタ－　保健予防課

電話　７５３－１９８１　ＦＡＸ　７５１－３５４５

千種区社会福祉協議会

７８２－０７７１ 猫洞通一丁目15番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　       【障害児】

　【特定】　【障害児】  【一般】

　相談支援チョイス池下 ７５３－９１０３ ７５３－９１０４ 池下一丁目10番8号　リベルテ池下6階　605号室 　【特定】　【障害児】

　児童発達支援センターさわらび園 ７８２－２７７７ ７８２－３５１３ 新池町１－１８－２ 　　　　　　 【障害児】

　障害児相談支援事業所ぽけっと ７８２－３３３０

電話　７６３－１５３１　ＦＡＸ　７６３－１５４７

事　業　所　名 電　話

提供サービス 開所日

　くさのねっと ７５１－０５０３ ７５１－０５０３ 城木町二丁目７０ 作業所型地域活動支援事業 月・火・木・金

作業所型地域活動支援事業 月・火・木・金

事　業　所　名 電　話 ＦＡＸ 所　在　地

　工房さんりん舎 ７２３－５５３３ ７２３－５５３３ＦＡＸ 所　在　地 指定区分

　東部地域療育センタ－ぽけっと ７８２－０7７０ ７８２－０７７１ 猫洞通１－１５ ● 月～金

開所日
支援事業

　千種区障害者基幹相談支援センタ－

７１２－０７１１

　相談支援事業所たまゆり ７８４－７８６８ ７８４－７８６９ 田代本通2丁目1番地　X-OVER21覚王山　508号 　【特定】　【障害児】  【一般】

　相談支援事業所BRANCO

　サンライズ・プランニング

７１５－６０３８ ７１５－６０３９

８８８－５７３７

今池１丁目５番９号　オフィスイリヤビル２階　北号室

瑞穂区土市町２-２７-１　ツインズ新瑞橋B棟１階

　【特定】　【障害児】  【一般】

　【特定】　【障害児】

７５３－３５６７ ７５３－３５６８ 高見一丁目20番2号　ＭＮビル１階２階 　障害児・者の総合相談　

　りょくふう障害者相談センタ－ ７３４－２６７８ ７３４－２６７７ 日岡町１丁目５９番地の１

　くらしケア介護障がい相談センタ－名古屋 ７１５－７０６１ ７１５－７０６２ 小松町６丁目１１番地の３　ＯＳ・ＳＫＹマンション大久手２０１号室 　【特定】　【障害児】

　相談支援事業所未来サポート

８８８－５７３６

７１２－０７１１ 汁谷町55番地 　【特定】　【障害児】  【一般】


