
地域生活支援事業

移動支援

事業所名称 事業所所在地 電話番号 指定対象者

1 心の泉　春日井ヘルパーステーション 六軒屋町6-92 87-3722 身・知・児・精

2 有限会社ひかり介護サービス 中央台8-5-5 29-7184 身・知・精

3 株式会社福祉の里春日井営業所 篠木町8-2-22 85-5982 身・知・児・精

4 高齢者生協　ヘルプサービスぬくもり 牛山町1274-１ 35-8220 身・知・児・精

5 じゃがいも友愛介護事業所 出川町8-19-11 51-1147 身・知・児・精

6 春緑苑ヘルパーステーション 廻間町字神屋洞703-1 88-5828 身・知・児・精

7 れすぱ 出川町5-27-10 52-2190 身・知・児・精

8 ヘルパーステーションようわ　※ 廻間町字神屋洞703-1 88-0724 知

9 ふらっとヘルパーステーション 四ツ家町字二ツ杁43-1 32-2311 身・知・児・精

10 ワンワールド居宅介護事業所 如意申町1-7-2 35-6331 身・知・児・精

11 コープあいち福祉サービス春日井
八田町7-1-13
坂井ビル2階

84-8971 身・知・児・精

12 訪問介護ステーション・ラプロ勝川
勝川町4-176
カーサ21　1階

29-8621 身・知・児・精

13 アニモ 大手町3-11-12 56-6051 身・知・児・精

※令和３年４月１日から休止中。詳細は事業所にお問い合わせください。

月～土
(8/13～15、12/29～1/3除く)

9:00～18:00

月～土、祝日
(12/29～1/4除く)

9:00～18:00

月～土
(12/29～1/3除く)

9:00～18:00

月～土
(12/29～1/3除く)

9:00～17:30

営業日 営業時間

毎日 9:00～18:00

月～土
(日曜日、祝日、8/13～15、

12/30～1/3除く)
9:00～18:00

月～金
(祝日、年末年始除く)

8:30～17:15

毎日
(12/29～1/3除く)

8:00～20:00

月～金
(祝日、12/29～1/3除く)

9:00～17:00

月～金
(祝日、12/31～1/3除く)

8:30～17:30

月～土、祝日
(12/30～1/3除く)

9:00～18:00

毎日 8:30～17:30

毎日
（12/29～1/3除く）

受付時間
9:00～18:00

令和4年4月1日時点 23



移動支援

事業所名称 事業所所在地 電話番号 指定対象者

14 ケア21春日井
味美西本町1567
第一平松ビル1階

35-7421 身・知・児・精

15 ニチイケアセンター春日井
鳥居松町5-78
名北セントラルビル8階

87-6165 身・知・児・精

16 ニチイケアセンター高蔵寺 白山町4-7-1 53-2521 身・知・児・精

17 ニチイケアセンター春日井西 町田町2-68 35-5722 身・知・児・精

18 あいゆうケアステーション 如意申町8-8-2 33-3573 身・知・児・精

19 いきいき介護サービスセンター 出川町2-2-7 29-6584 身・知・児・精

20 ヘルパーステーション　ワークビー春日井
六軒屋町１-47
Ｊ＆Ｊビル　2-B

37-2093 身・知・児・精

21 アスモ 美濃町2-119 37-1517 身・知・児・精

22 訪問介護はなたば 大手田酉町1-2-5 86-3721 身・知・児・精

23 訪問介護あいおい 高蔵寺町北3-1-12 27-8100 身・知・児・精

24 第2春緑苑ヘルパーステーション 下津町500 56-9152 身・知・児・精

25 訪問介護モンリーとクレヨン 鳥居松町3-179 44-2171 身・知・児・精

26 にじのさと春日井サービスセンター
中切町1-1-9
グリーンパーク井上Ａ棟101号

56-0870 身・知・児・精

月、火、木～土
(12/29～1/3除く)

9:00～17:00

月～金
(祝日、12/30～1/3除く)

9:00～18:00

月～土
(12/29～1/3除く)

9:00～18:00

月～金
（12/29～1/3除く）

8:00～19:00

月～日
（12/29～1/4除く）

9:00～18:00

月～金 9:00～18:00

月～金
(12/31～1/3除く)

8:30～17:30

月～金
(祝日、12/30～1/3除く)

8:30～17:30

月～金
(祝日、12/30～1/3除く)

9:00～18:00

月～金
(祝日、12/30～1/3除く)

9:00～18:00

毎日 9:00～18:00

月～金
(祝日、12/30～1/3除く)

9:00～18:00

月～金
(祝日、8/13～17、12/30～1/3除く)

9:00～18:00

営業日 営業時間

令和4年4月1日時点 24



移動支援

事業所名称 事業所所在地 電話番号 指定対象者

27 パーソナルケアステーション春日井 柏原町5-31 85-1600 身・知・児・精

28 訪問介護　あいびぃ～
八光町4-77
77プリミエール103

35-5777 身・知・児・精

29 さんずビーイング 六軒屋町3-113 97-3454 身・知・児・精

30 リベラルアーツ
篠木町2-1281-1
レガーロ・シノギ4Ａ

41-9201 身・知・児・精

31 みんなのプール智意夢 藤山台7-1-2 37-2722 身・知・児・精

32 介護支援センター　ソレイユ
八事町3-55-2
いづみマンション203

27-9881 身・知・児・精

33 ファミーユヘルパーサービス高蔵寺 白山町1-62-6 37-4366 身・知・児

34 ちぇりっしゅ介護ステーション 小牧市大字上末3121 79-0428 身・知・児・精

35 すい蓮花 小牧市大字南外山552-1 75-0269 身・知・児・精

36 ヘルパーステーションとなり 小牧市小針2-356-１ 90-0111 身・知

37 しえる指定地域生活支援事業 小牧市大字舟津601-１ 54-1028 身・知・児・精

38 サポートセンター1っぽ
小牧市久保一色2993-4
サンクレスト小牧Ａ102号室

54-5610 身・知・児・精

39 移動支援事業所　まんめんの笑み 瀬戸市すみれ台4-5
(0561)

48-7294
身・知・児・精

40 ヘルパーステーション夢ぞう 瀬戸市みずの坂5-55
(0561)

65-3177
身・知・児・精

41 ヘルパーステーション和音 犬山市大字上野字郷1427 61-1011 身・知・児・精
月～金

(12/29～1/3除く)
9:00～18:00

毎日
(12/29～1/4除く)

7:00～24:00

月～金
(祝日、8/13～15、
12/29～1/3除く)

10:00～16:00

月～金
（祝日、12/29～1/3除く）

9:00～17:15

月～土
（祝日、12/30～1/3除く）

9:00～18:00

月～金
(12/29～1/3除く)

9:00～18:00

月～日
(8/11～16、12/28～1/5除く)

9:00～17:00

月～土
(12/29～1/3除く)

9:00～18:00

月～金
(12/29～1/3除く)

9:00～18:00

月～金
(12/30～1/3除く)

9：00～18：00

毎日
(12/29～1/3除く)

9:00～18:00

月～金
(12/30～1/3除く)

9：00～18：00

月～金 9：00～18：00

月～金
(12/30～1/3除く)

9:00～16:30

9:00～18:00
月～金

（祝日、12/30～1/3除く）

営業日 営業時間

令和4年4月1日時点 25



移動支援

事業所名称 事業所所在地 電話番号 指定対象者

42 かもみぃる訪問介護事業所
犬山市大字羽黒字古市場156－1
ベルヴィルⅡ　10C

39-4092 身・知・児・精

43 チーム13 名古屋市守山区白沢町34-1
(052)

796-2727
身・知・児・精

44 地域生活支援センター「Ｈｅａｒｔ　Ｌｉｎｋ」 名古屋市守山区城土町373-1
(052)

791-9155
身・知・児

45 ファミリー24　守山 名古屋市守山区大字下志段味北畑96-2
(052)

739-0126
身・知・児・精

46 ピュアスマイルヘルパーステーション
名古屋市守山区大字下志段味字横堤1485-
1

(052)
726-5855

身・知・児・精

47 Ｐｕｒ　Ｓｏｉｎｓ
名古屋市守山区森孝1-1312
レジデンス梅村103

(052)
726-5875

身・知・児・精

48 アム居宅介護
名古屋市守山区東山町17-10
ユニバーサル東山2B

(052)
715-5656

身・知・児・精

49 訪問介護　人と季 名古屋市守山区桔梗平1-1502
(052)

737-9005
身・知・児・精

50 さくら・介護ステーションりりーふ
名古屋市中村区名駅南5-6-20
レジデンシア名駅南401

(052)
211-9908

身・知・児・精

51 居宅介護かんがるーぽけっと 名古屋市北区光音寺町1-98-2
(052)

982-7968
身・知・児・精

52 訪問介護グリーンハンド 名古屋市北区中味鋺3-403
(052)

750-8208
身・知・精

53 にじのさと名東サービスセンター
名古屋市名東区本郷3-171
ハイツ・ラミアール201

(052)
768-5145

身・知・児・精

54 障害者ヘルパーステーションマイライフ 名古屋市昭和区明月町2-33-2
(052)

841-2333
身・知・児・精

55 ホームヘルプ　ひだまり
名古屋市中区大須4-14-48
ツバサビル5階

(052)
251-6202

身・知・児・精

月～金
(祝日、12/30～1/5除く)

9:00～18:00

月曜日～金曜日
(祝日、12/29～1/3除く)

9:00～17:00

月～土
(祝日、年末年始等除く)

9:00～18:00

月～金
(祝日、夏季休暇、年末年始等除く)

9:00～16:00

月～金
(祝日、8/13～15、
12/29～1/3除く)

8:30～17:30

月～金
(祝日、12/29～1/3除く)

9:00～17:45

毎日 24時間

月～金
(8/13～8/15、12/30～1/3除く)

8:00～18:00

月～金
(12/29～1/3除く)

9:00～18:00

月～金
(祝日、12/29～1/4除く)

9:00～17:30

月～金 8:30～17:30

月～金
(12/29～1/3除く)

8:00～18:00

毎日
(祝日、12/30～1/3除く)

9:00～18:00

毎日 10:00～18：00

営業日 営業時間

令和4年4月1日時点 26



移動支援

事業所名称 事業所所在地 電話番号 指定対象者

56 ＣＯＬＯＲＳ
名古屋市熱田区大宝4-1-30
ロイヤルスズキハイツ102

(052)
398-6208

身・知・児・精

57 チェリッシュケアセンター 名古屋市天白区植田2-202
(052)

804-0755
身・知・児・精

58 訪問介護ＴＳＵＢＡＫＩ
名古屋市千種区今池5-3-2
リアライズ今池駅前ビル5階

(052)
846-4176

身・知・児・精

59 訪問介護事業所にんぷう舎
名古屋市中川区吉津3-1403
ファミールコダマⅡ－101

(052)
462-8446

身・知・精

毎日
(年末年始除く)

9:00～18:00

月～金
(祝日、8/13～8/15、12/29～1/3除く)

9:00～18:00

月～金
（12/29～1/3除く）

9:00～18:00

営業日 営業時間

月～金
(12/28～1/3除く)

9:00～17:45

令和4年4月1日時点 27



日中一時支援

事業所名称 事業所所在地 電話番号 指定対象者 定員

1 障害者支援センター  ライフ空間 東野町2-15-3 89-0402 身・知・児 7

2 夢の家 明知町字西追分1030-1 93-9101 身 5

3 春日苑 廻間町字神屋洞703-1 88-5593 身・知 8

4 野の花 六軒屋町6-92 37-1197
身・知・児・
重心児者

10

5 Ｒｉｖｅｒ 瑞穂通1-191 44-2325
身・知・児・
重心児者

10

6 みんなのプール　まーじ 出川町5-25-2 93-6645 身・知・児・精 17

7 あいびぃ～サポート 柏原町3-240 2階 90-3560 身・知・児・精 10

8 デイサポートサンフレンド 小牧市大字大山字岩次208-3 47-1181 知・児 10

9 ハートランド小牧の杜 小牧市大字大山字岩次208-8 78-1911 身・知 2

10 ここぱーく小牧 小牧市大字北外山1491-2 68-7992 重心児 3

11 ほっぺ 小牧市中央4-79 68-7772 児 3

12 短期入所　うらら
名古屋市守山区竜泉寺1-919
フォレスト竜泉寺310号

(052)
799-5562

身・知・児・精 6
月～金

(8/13～8/16、
12/28～1/5除く)

9:00～16:00

月～金 9:00～18:00

営業日 営業時間

土、日、祝日
(12/28～1/3除く)

10:00～15:00

月～金
(祝日、12/29～1/3除く)

11:30～16:30

毎日 8:45～17:00

土、祝日、生活介護休業日
 (年末年始除く)

9:00～16:30

土、祝日
(8/13～8/15、12/31～1/3除く) 9:00～17:00

毎日
(年末年始除く）

9:00～18:00

土
 (12/29～1/3除く)

9:00～18:00

10:00～17:00月～金
（祝日、12/29～1/3除く）

毎日 6:00～22:00

毎日 9:00～17:00

令和4年4月1日時点 28



地域活動支援センター

事業所名称 事業所所在地 電話番号 指定対象者 定員

1 はさま 廻間町字神屋洞703-1 88-0363 知 25

2 ナップの森地域活動支援センター 押沢台4-5-19 94-5634 身・知・精 18

3 さいおワークス 西尾町字前新田325-5 93-0533 知 13

4 ゆうゆう倶楽部地域活動支援センター 高森台6-22-26 29-6848 知・精 20

5 徒夢創屋 押沢台5-16-14 70-4317 身・知・精 10

鳥居松町4-177　友和ビル2階 24

月見町162-1 6

7 地域活動支援センター坂下 坂下町4-297-1 88-0724 知 14

8 ひまわり 柏井町5-138 29-9951 身・知・精 20

9 地域活動支援センターふらっぷ
中央通1-52
セントラルビル2階

83-1181 身・知・精 10

10 ｄｅｃｏ　ｂｏkｏ　ＢＬＵＥＳ
白山町6-9-5
臼田ビル1階西側号室

37-0512 知・精 17

11 くつろぎ+お仕事　シエスタ
鳥居松町5-48
ＮＴＴ春日井ビル1階　シエスタ

27-5535 身・知・精 27

12 くつろぎ+お仕事　もっとシエスタ
春見町52-9
シティイトウビル2階　Ｇ号室

29-7406 身・知・精 23

13
障がい者日中活動支援センター　楓の
樹。

春見町52-9
シティイトウビル2JK

37-3212 身・知・精 18

14 地域活動支援センターエコール
八事町2-137
シャトー鳥居松101

37-0080 身・知・精 15

15 地域活動支援センターたかもり 高森台5-6-6 88-0724 知 14

精
月～金、月1回土

（祝日、12/29～1/3除く）
37-0611ピア･ステーション6

土、日
（12/29～1/3除く）

8:30～17:15

火～日、祝日
（12/31～1/3除く）

9:30～15:30

月～金
（12/30～1/3除く、土は

事業所のカレンダーによる）
10:00～16:00

月～金
（12/30～1/3除く、土は

事業所のカレンダーによる）
10:00～16:00

月～金
（12/30～1/3除く、土は

事業所のカレンダーによる）
10:00～15:00

日
（12/30～1/3除く）

9:30～15:30

土、日
（12/29～1/3除く）

10:00～15:30

土、日、祝
（事業所カレンダーによる

、12/31～1/3除く）
10:00～15:00

日
（祝日、12/29～1/3除く）

10:00～15:00

月～土
（12/29～1/3除く、土は

事業所のカレンダーによる）
9:00～15:30

月～金,祝日
（8/13～8/15、

12/29～1/3除く）
8:00～17:00

9:15～16:00

9:15～15:45

土、日
(12/29～1/3除く)

10:00～15：30

月～土
8:30～15:30

(木・金のみ16:30まで)

日
（年末年始除く）

10:00～15:30

営業日 営業時間

令和4年4月1日時点 29



地域活動支援センター

事業所名称 事業所所在地 電話番号 指定対象者 定員

16 にじの家 松本町2-5-26 29-8175 身・知・精 16

17 地域活動支援センター『みんなの家』明知 明知町852-2
090-5110-

8427
身・知・精 15

18
小牧市社会福祉協議会ふれあいデイサー
ビスセンター

小牧市小牧5-407 75-5938 身・知・精 20

19 サポートハウス　ゆうや 瀬戸市みずの坂5-55
(0561)

48-5859
知 15

20
高次脳機能障害者サポートセンター
笑い太鼓

名古屋市東区東大曽根町25-2
(052)

981-3033

精
（高次脳機能

障がい）
19

21 地域活動支援センター　とびら
名古屋市西区花の木3-17-14
第一新日本ビル2階

(052)
528-5977

身・知・精 15

22 スイーピー 名古屋市北区金城町4-5
(052)

325-2292
身・知・精 15

訪問入浴サービス

事業所名称 事業所所在地 電話番号

1 福祉の里春日井営業所 篠木町8-2-22 85-5982

2
アサヒサンクリーン在宅介護センター春日
井

高山町3-7-8
第17御幸オフィス　１０３号室・１０４号室

37-3250

3
パナソニック　エイジフリーケアセンター
春日井・訪問入浴

鳥居松町4-177
デザイナーズマンションＷｉｌｌ１階

82-3839

4 アースサポート小牧 小牧市小牧2-282 73-3911

月～土
(12/30～1/3除く)

8:30～17:15

月～土
(12/31～1/3除く)

8:30～17:30

火・水・金・土
(12/30～1/3除く)

8:30～17:30

営業日 営業時間

月～土
（12/31～1/3除く)

8:30～17:30

月～土
(12/31～1/3除く)

8:30～17:30

月～土
（日、祝日は事業所の

カレンダーによる）
9:30～16:30

月、水～日
（5/3～5/5、8/13～8/15、

12/29～1/3除く）

月～金：9：00～18：00
土日祝：8：30～17：30

月～金
（12/29～1/3除く）

10:00～16:00

月～金
（祝日、8/13～8/15、

年末年始除く）
9:30～17:30

月～土
(GW、盆休み各3日、

12/30～1/3除く)
9:00～16:00

土
（12/29～1/3除く）

10:00～15:00

営業日 営業時間
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相談支援事業

基幹相談支援センター

事業所名称 事業所所在地 電話番号 主な対象者 備考

1 基幹相談支援センターしゃきょう
浅山町1-2-61
総合福祉センター内

84-5300
障がい児・者

（３障がい対応）
面接・訪問は

要予約

障がい者生活支援センター

事業所名称 事業所所在地 電話番号 主な対象者 備考

1 春日苑障がい者生活支援センター
廻間町字神屋洞703-1
春日苑内

88-7637 身体障がい
面接・訪問は

要予約

2 障がい者生活支援センターかすがい 坂下町4-295-1 88-8537 知的障がい
面接・訪問は

要予約

3 障がい者生活支援センターＪＨＮまある
鳥居松町4-177
友和ビル3階西

84-5503 精神障がい
面接・訪問は

要予約

4 障がい者生活支援センターあっとわん
中央台1-2-2
サンマルシェ南館Ｂ1階

91-5557 障がい児
面接・訪問は

要予約
月～金

(祝日、12/29～1/3除く)
9:30～17:00

月～土、祝日
(祝日は事業所のカレンダーによる、

12/29～1/3除く)
9:00～17:00

毎日
(祝日、12/29～1/3除く)

9:00～17:00

月～金
(祝日、12/29～1/3除く)

9:00～17:00

月～金
(祝日、12/29～1/3除く)

8:30～17:00

営業日 営業時間

営業日 営業時間
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