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資料 2 市内の高齢者福祉施設等 

 

1 介護保険関係 

平成 1８年３月現在 

区 分 名 称 住 所 

春緑苑 廻間町 703-1 

グレイスフル春日井 桃山町字北山 5079-1 

第 2 グレイスフル春日井 牛山町 3195-1 

あさひが丘  神屋町 1306-1 

介護老人福祉施設 

(特別養護老人ホーム) 

第２春緑苑  下津町 500 

パーム春日井 鳥居松町２-308 

メディコ春日井 坂下町 5-1221-1 

忘れな草 細野町字大久手3246-368

エスペラル東春 西高山町 3-6-12 

介護老人保健施設 

グレイスフル春日井 桃山町字北山 5079-16

ひがし春日井病院 下原町字萓場 1920-1 

足立病院 若草通 1-1 

鳥居クリニック 鳥居松町 2-307 
介護療養型医療施設 

かちがわ北病院 角崎町 4 

春日井市第二介護サービスセンター 味美西本町 1872 

春日井市第三介護サービスセンター 中切町 3-3-9 

春緑苑デイサービスセンター 廻間町 703-1 

デイサービスセンターグレイスフル春日井 桃山町字北山 5079-1 

デイサービスセンター第2グレイスフル春日井 牛山町 3195-1 

デイサービスセンターあさひが丘 神屋町 1306-1 

内津の森デイサービスセンター 内津町 493 

有限会社フレンド 神屋町 1484-1 

アイリスケアセンター高蔵寺 白山町 4-7-1 

デイサービスすみれ 岩成台 10-2-10 

デイサービスセンターたんぽぽ ことぶき町 228 

デイサービスおおて 大手町 1-187-1 

デイサービスセンターさくら荘 春見町 47-1 

じゃがいも友愛デイサービス 出川町 6-10-1 

さくらハウス 中央通 2-89 

勝川医院六軒屋デイサービスセンター 六軒屋町字向江 59-2 

光の森デイサービスセンター 中野町 2-7-24 

みのりデイサービス 稲口町 1-16-5 

フレンドの家 神屋町 1483-3 

デイサービスさくらんぼ 
大泉寺町字大池下 443-

158 

通 所 介 護 

(老人デイサービスセンター) 

デイサービスさんりん舎 上条町 7-96-1 
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区 分 名 称 住 所 

二子山デイサービスセンター 二子町 1-5-8 

デイサービスセンター太陽・高蔵寺 藤山台 3-1-3 

おはようデイサービス 知多町 2-112 

デイサービス春日井まごころ 岩成台 5-2-34 

デイサービスセンター秋桜 鳥居松町 7-20-1 

デイサービスひだまりハウス 高蔵寺町北 1-156 

介護サービス・ホームルーム 大和通 1-7-26 

デイサービス白ゆり 如意申町 1-7-2 

サンワデイサービス 東野町西 3-2-12 

シルバーサポート石田庵通所介護事業所 大手町 3-22-9 

くまいデイサービス四つ葉のクローバー 稲口町 4-3-4 

いきいきデイサービス 細野町 3119-2 

通 所 介 護 

(老人デイサービスセンター) 

デイサービス望 柏原町 2-183-1 

グループホーム春緑苑 廻間町 703-1 

グループホームグレイスフル八田 八田町 2-27-10 

グループホーム輪楽笑 白山町 5-5-2 

グループホーム第2グレイスフル春日井 牛山町 3195-1 

グループホーム輪楽笑Ⅱ 白山町 5-8-6 

グループホーム遊び心 大留町 2-15-8 

認知症対応型共同生活介護 

(認知症高齢者グループ

ホーム) 

グループホーム暖楽家 堀ノ内町字東浦 477 
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2 高齢者福祉関係 

 

区 分 名 称 住 所 

養護老人ホーム 春日井市養護老人ホーム 大泉町 1059 

ケアハウスグレイスフル春日井 桃山町字北山 5079-1 

ケアハウスあさひが丘 神屋町 1310 
軽費老人ホーム 

( ケ ア ハ ウ ス ) 
ケアハウス春緑苑 廻間町 703-1 

総合福祉センター 浅山町 1-2-61 
老人福祉センター 

福祉の里レインボープラザ 神屋町字引沢 57-1 

第 2 グレイスフル春日井 牛山町 3195-1 
生活支援ハウス 

あさひが丘 神屋町 1306-1 

地域包括支援センターあさひが丘 神屋町 1306-1 

地域包括支援センター春緑苑 廻間町 703-1 

地域包括支援センター友愛 出川町 8-19-11 

春日井市社会福祉協議会地域包括支援センター 浅山町 1-2-61 

春日井市医師会地域包括支援センター 柏原町 5-387 

地域包括支援センターグレイスフル春日井 桃山町字北山 5079-1 

地域包括支援センター第2グレイスフル春日井 牛山町 3195-1 

地域包括支援センター勝川 若草通 1-12 

地域包括支援センター第2春緑苑 下津町５００ 

地域包括支援センター 

(平成18年4月開所) 

春日井市社会福祉事業団地域包括支援センター 中切町 3-3-9 

柏井老人憩いの家 柏井町 3-13 

松原老人憩いの家 東野町西 1-8-1 

上条老人憩いの家 上条町 5-4065-5 

小野老人憩いの家 小野町 2-75 

ひなご老人憩いの家 熊野町 1575 

桃山老人憩いの家 桃山町 2-247-1 

不二老人憩いの家 気噴町北 1-225 

北城老人憩いの家 大泉寺町 1010 

八田老人憩いの家 八田町 3-15-5 

緑ヶ丘老人憩いの家 石尾台 6-5-6 

桃花園老人憩いの家 東山町 5-15-6 

水辺老人憩いの家 藤山台 2-7-1 

味美老人憩いの家 味美西本町 1932-1 

高蔵寺老人憩いの家 高蔵寺町 5-8 

老人憩いの家 

勝川老人憩いの家 勝川町 3-49-2 

 

 


