
法人名 電話番号

1 名古屋市 MAAM合同会社 052-659-3903

2 名古屋市 有限会社　野の花舎 052-680-8050

3 名古屋市 社会福祉法人　飛翔 080-4097-8196

4 名古屋市 社会福祉法人　1980 052-791-9160

5 名古屋市
社会福祉法人
AJU自立の家

052-841-5554

6 名古屋市 非営利活動法人　ポパイ 052-982-7962

7 名古屋市 社会福祉法人　よつ葉の会 052-528-3166

8 名古屋市
特定非営利活動法人
アヴィニール

052-870-3788

9 名古屋市 日本赤十字社 052-832-1121

10 名古屋市
特定非営利活動法人
まちかどサポーター

052-653-2801

11 名古屋市 社会福祉法人　名肢会 052-504-2102

12 名古屋市
社会福祉法人
新瑞福祉会

052-842-0812

13 名古屋市
社会福祉法人
名古屋ライトハウス

052-653-2801

14 名古屋市
社会福祉法人
名古屋ライトハウス

052-842-9151

15 名古屋市
社会福祉法人
名古屋ライトハウス

052-211-7462

16 名古屋市
社会福祉法人
名古屋ライトハウス

052-734-2678

17 名古屋市
社会福祉法人
名古屋ライトハウス

052-383-3566 

18 名古屋市
社会福祉法人
名古屋手をつなぐ育成会

052-354-4521

19 名古屋市
特定非営利活動法人
Adonis Life

052-602-5294

20 名古屋市 株式会社ひまわり 052-990-7131

21 名古屋市
一般社団法人
ともに歩も一会

052-821-7788

22 名古屋市
一般社団法人
日本福祉協議機構

052-613-9666

23 名古屋市
社会福祉法人
名古屋キリスト教社会館

052-684-4877

24 名古屋市
社会福祉法人
名古屋キリスト教社会館

052-612-3431

25 名古屋市
社会福祉法人
名古屋キリスト教社会館

052-782-3388

相談支援事業所ぼちぼち 456-0052
名古屋市熱田区二番二丁目２８番２５号サイ
トビル一階北

相談支援カモミール 458-0045 名古屋市緑区鹿山三丁目１２８番地

愛知県　医療的ケア児等コーディネーターの配置状況

（令和3年12月1日現在）

市町村名
設置機関名　（コーディネーターの所属） 連絡先

事業所名（勤務先名） 郵便番号 事業所（勤務先）所在地

相談支援事業所　サマリアハウス 466-0037 名古屋市昭和区恵方町２丁目１５番地

相談支援事業所　tree 462-0053 名古屋市北区光音寺１丁目９８番地の２

相談支援事業所てふてふ 465-0034
名古屋市名東区高柳町６０３プラムアベ
ニュー１０１

相談支援事業所ひらけごま 463-0006 名古屋市守山区東山2301番地

名古屋第二赤十字病院 466-8650 名古屋市昭和区妙見町２－９

港区障害者基幹相談支援センター
まちかど

455-0015
名古屋市港区港楽１－１－２２港栄店舗１０４
号

西区障害者基幹相談支援センター
サテライト

451-0061
名古屋市西区浄心１－１－６　シティ・ファミ
リー浄心１０１号

アヴィニール相談支援事業所 462-0825 名古屋市北区山田四丁目１２番３３号

港区障害者基幹相談支援センター 455-0015
名古屋市港区港楽１－１－２２港栄店舗１０４
号

光和障害者センター 466-0022 名古屋市昭和区塩付通４丁目１５番地

西区障害者基幹相談支援センター 452-0822 名古屋市西区中小田井５－３８

障害児相談支援事業所あさがお 467-0066 名古屋市瑞穂区洲山町３丁目４４番地

明和障害者相談センター 455-0831
名古屋市港区十一屋１－７０－５　黎明荘１０
２号

中川区障害者基幹相談支援センター 454-0869
名古屋市中川区荒子一丁目１４１番１号奥村
マンション１階

ひびの障害者相談センター 456-0062
名古屋市熱田区大宝一丁目１番１号　ヴェル
クレート日比野A棟０１４号室

りょくふう障害者相談支援センター 464-0834 名古屋市千種区日岡町１丁目５９番地の１

相談支援事業所　ひととま 457-0064 名古屋市南区星崎１丁目１３１－１

季楽指定特定相談支援事業所　春風 458-0830 名古屋市緑区姥子山二丁目１５１７番地

相談支援事業所　つくしみなみ 457-0078 名古屋市南区塩屋町３丁目５番地の１　３C

ひまわりサポートＰＬＵＳ 453-0041 名古屋市中村区本陣通五丁目１０７番地３F

東部地域療育センターぽけっと 464-0032 名古屋市千種区猫洞通１－１５

障害児相談支援事業所　あつた 456-0031 名古屋市熱田区神宮四丁目９番１２号

南部地域療育センター　そよ風 457-0805 名古屋市南区三吉町６丁目１７番地
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26 名古屋市
社会福祉法人
名古屋キリスト教社会館

052-720-5639

27 名古屋市
社会福祉法人
名古屋キリスト教社会館

052‐822‐3001

28 名古屋市 株式会社　健栄 052-778-8829

29 名古屋市 株式会社たんぽぽ 052-829-1895

30 名古屋市
社会福祉法人　名北福祉
会

052-911-1600

31 名古屋市 株式会社　パパママハウス 052-612-8844

32 名古屋市
特定非営利活動法人
ひろがり

052-364-7880

33 名古屋市 有限会社　もみじ 052-877-9969

34 名古屋市
株式会社
セントバーナード

052-509-1866

35 名古屋市
特定非営利活動法人
まいゆめ

052-501-2711

36 名古屋市 （有）介護福祉総合センター 052－321-3337

37 名古屋市
社会福祉法人　名古屋市
総合リハビリテーション事業
団

052－851-0051

38 名古屋市
社会福祉法人
ふれ愛名古屋

052-893-7851

39 名古屋市 株式会社だいち 052-833-5191

40 名古屋市 一般社団法人Ｌａｓｔ　ｗａｌｔｓ 052-799-6912

41 名古屋市
社会福祉法人
ゲマインダハウス

052-768-6670

42 名古屋市 株式会社　だいち 052-364-8181

43 名古屋市 株式会社　恵 080-3060-9591

44 名古屋市
一般社団法人
ネクストライフ

051-918-2861

45 名古屋市
社会福祉法人
あさみどりの会

052-782-2777

46 名古屋市 名古屋市 052-522-5277

47 名古屋市 名古屋市 052-361-9555

48 名古屋市 名古屋市 052-757-6131

49 豊橋市 豊橋市 0532-56-4111

50 豊橋市
特定非営利活動法人
ビリーブ

0532-39-6032

51 豊橋市 社会福祉法人　さわらび会 0532-47-1050

52 豊橋市 特定非営利活動法人　昴 0532-43-1180

障害児相談支援事業所ちよだ 463-0053 名古屋市守山区小幡千代田２４番１７号

相談支援ぽぽ 458-0036 名古屋市緑区六田一丁目１９２番地

相談支援センター　めいほく 462-0865
名古屋市北区下飯田町２丁目１４番地の３
第６諏訪マンション１階

南区障害者基幹相談支援センター 457-0072
名古屋市南区寺部通3-8-1 レオテクノビル１
Ｆ

ケンリハスポーツキッズ上社 465-0092 名古屋市名東区社台３－１０９

もみじ 458-0812 名古屋市緑区神の倉四丁目２２８番地

児童デイサービス　くぅちゃんのリハビリ 452-0821 名古屋市西区上小田井２丁目４１番地

パパママハウス 457-0068 名古屋市南区南野３丁目１６２番地

重症児デイサービス　ひろがり１くみ 455-0053 名古屋市港区名四町１８３番地３

なごや福祉用具プラザ 466-0015
名古屋市昭和区御器所通３－１２－１
御器所ステーションビル３階

重症児者短期入所こかげ
重症児デイサービスHana

466-0848
名古屋市昭和区長戸町五丁目４４番地
桜山医療ビル３０２

重症児デイサービスmiki 452-0821 名古屋市西区上小田井２丁目２０８番地１

あんあん居宅介護事業所 450‐0026 名古屋市中区伊勢山二丁目５番１０号

相談支援事業所あす 463-0001 名古屋市守山区上志段味字東谷２０９８－２

訪問看護ステーションさくら 454-0041 名古屋市中川区上脇町２－２６　３Ｆ

愛知訪問看護ステーション 467-0031 名古屋市瑞穂区彌富町緑ケ岡１７－４

Ｅストリート 463‐0035 名古屋市守山区森孝一丁目１７１１番地

児童発達支援センター　さわらび園 464-0027 名古屋市千種区新池町１－１８－２

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

相談支援　ふわふわ 458-0825 名古屋市緑区左京山４５１番地２

相談支援事業所　ライフデザイン 468-0015
名古屋市天白区原１－２４０２－１
第２小野マンション１０２

とよはし総合相談支援センター 440-0055 豊橋市前畑町115番地（あいトピア2階）

相談支援センター　ビリーブ 440-0822 豊橋市伝馬町92番地2

西部地域療育センター 454-0828 名古屋市中川区小本１丁目２０－４８

中央療育センター 466-0858 名古屋市昭和区折戸町４－１６

たまも荘障害者生活支援センター 441-8124 豊橋市野依町字山中19番地21

相談支援事業所　すばる 441-3147 豊橋市大岩町字大穴57番地2
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53 豊橋市
社会福祉法人
豊橋市福祉事業会

0532-61-1172

54 豊橋市
社会福祉法人
豊橋市福祉事業会

0532-63-5031

55 豊橋市
社会福祉法人
豊橋市社会福祉協議会

0532-64-5858

56 豊橋市 有限会社　さわやか 0532-63-5153

57 豊橋市 豊橋市 0532-39-9200

58 豊橋市 豊橋市 0532-51-2347

59 豊橋市 豊橋市 0532-39-9160

60 豊橋市 豊橋市 0532-33-6111

61 岡崎市
社会福祉法人
岡崎市福祉事業団

0564-83-5601

62 岡崎市 岡崎市 0564-23-6069

63 一宮市 一宮市 0586-72-1121

64 一宮市 一宮市 0586-52-3851

65 一宮市 一宮市 0586-26-2230

66 一宮市 一宮市 0586-78-2767

67 一宮市
社会福祉法人
きそがわ福祉会

0586-86-4003

68 一宮市
社会福祉法人
樫の木福祉会

0586-63-3270

69 一宮市
特定非営利活動法人
MOVE

0586-48-5644

70 瀬戸市
特定非営利活動法人
サポート＆ケア

0561-41-8083

71 瀬戸市
社会福祉法人
くわの実福祉会

0561-56-2705

72 瀬戸市 瀬戸市 0561-85-5511

73 瀬戸市 瀬戸市 0561-76-2263

74 瀬戸市 瀬戸市 0561-88-2612

75 半田市
社会福祉法人
半田市社会福祉協議会

0569-21-5585

76 半田市 半田市 0569-84-0646

77 春日井市
特定非営利活動法人
あっとわん

0568-91-5557

78 春日井市
社会福祉法人
春日井市社会福祉協議会

0568-84-5300

79 春日井市
社会福祉法人
恩賜財団愛知県同胞援護
会

春日苑障がい者生活支援センター 春日井市廻間町７０３－１　春日苑内 0568-88-7637

相談支援センター木もれ陽 440-0845 豊橋市高師町字北原1番地107

相談支援事業所　あゆみ 440－0845 豊橋市高師町字北原1番地104

豊橋市こども発達センター 441-8539 豊橋市中野町字中原100番地

豊橋市役所障害福祉課 440-8501 豊橋市今橋町１番地

豊橋市社会福祉協議会東部障害者
相談支援事業所

440-0853 豊橋市佐藤五丁目22番地16

訪問看護ステーションさわやか 440-0022 豊橋市岩崎町字山神165番地

福祉の村相談支援事業所 444-0011 岡崎市欠町清水田６－２

健康増進課 444-8545 岡崎市若宮町二丁目１番地１

豊橋市保健所こども保健課 441-8539 豊橋市中野町字中原100番地

豊橋市民病院 441-8570 豊橋市青竹町八間西50番地

一宮市障害者基幹相談支援センター 491-0036 一宮市桜1丁目12番1号　思いやり会館3階

一宮市いずみ学園 491-0113 一宮市浅井町西浅井字弐軒家58番地

一宮市保健所健康支援課中保健センター 491-0076 一宮市貴船町3丁目2番地

一宮市保健所保健総務課 491-0867 一宮市古金町1丁目3番地

相談支援センターピース 491-0935 一宮市大和町福森字馬引境17-1

瀬戸市障がい者相談支援センター 489-0889 瀬戸市原山町1番地の14　のぞみ学園内

相談支援センター夢うさぎ 493-0007 一宮市木曽川町外割田字西郷西151番地

かしの木の里 494-0018 一宮市冨田字砂原2147番地

学校教育課瀬戸特別支援学校 489-0886
瀬戸市萩山台9丁目244番地　瀬戸市立瀬戸
特別支援学校　光陵校舎

社会福祉課 489-8701 瀬戸市追分町64番地の1　瀬戸市役所2階

相談支援くわのみ 489-0003 瀬戸市穴田町837番地1

健康課 489-0919
瀬戸市川端町1丁目31番地
やすらぎ会館4階

障がい者生活支援センターあっとわん 487-0011 春日井市中央台１－２－２　サンマルシェ南館Ｂ１

基幹相談支援センターしゃきょう 486-0857 春日井市浅山町１－２－６１

半田市障がい者相談支援センター 475-0918 半田市雁宿町１－２２－１

半田市保健センター 475-0817 半田市東洋町２－２９ ６

487-0031
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80 豊川市
社会福祉法人
明世会

0533-95-0981

81 豊川市
社会福祉法人
豊川市社会福祉協議会

0533-83-8050

82 津島市
社会福祉法人
津島市社会福祉協議会

0567-23-4556

83 津島市 社会福祉法人　愛燦会 0567-24-3725

84 津島市 津島市 0567-24-1111

85 碧南市
社会福祉法人
碧南市社会福祉協議会

0566-46-3701

86 刈谷市 社会福祉法人ひかりの家 0566-87-1388

87 刈谷市 医療法人成精会 0566-24-7017

88 刈谷市 医療法人成精会 0566-63-6002

89 刈谷市 株式会社むぎ 0566-93-5477

90 豊田市
社会福祉法人
豊田市福祉事業団

0565-32-8981

91 豊田市
特定非営利活動法人
ユートピア若宮

0565-85-8184

92 豊田市 一般社団法人 Re　Smile 0565-50-5843

93 豊田市 社会福祉法人オンリーワン 0565-28-0567

94 安城市 安城市 0566-77-7796

95 安城市 株式会社ティンク 0566-72-5811

96 西尾市 西尾市 0563-52-1850

97 西尾市 株式会社むぎ 0563-65-6033

98 西尾市
社会福祉法人
西尾市社会福祉協議会

0563-56-5900

99 蒲郡市
蒲郡市社会福祉協議会
指定相談事業所

0533-68-3612

100 蒲郡市 社会福祉法人　楽笑 0533-66-6228

101 蒲郡市 蒲郡市 0533-56-2519

102 蒲郡市 蒲郡市 0533-67-1151

103 犬山市
特定非営利活動法人
ぽんぽこネットワーク

0568-48-2633

104 犬山市 犬山市 0568-61-1176

105 常滑市
社会福祉法人
常滑市社会福祉協議会

0569-43-0833

106 常滑市 常滑市 0569-34-7000

つしまし社協障がい者相談支援事業所 496-0863 津島市上之町1-60

障がい者センター　あいさんハウス 496-0871 津島市上新田町2-200

信愛医療療育センター 441-0103 豊川市小坂井町大塚３８番地１

豊川市障害者相談支援センター 442-0068 豊川市諏訪３丁目２４２番地

子どもと福祉の相談センター　ひかりのかけ橋 448-0011 刈谷市築地町１丁目７番地１

相談支援事業所こころ悠々 448-0851 刈谷市神田町１丁目３番地

健康推進課 496-0863 津島市上之町1-60

碧南ふれあい相談支援事業所 447-0869 碧南市山神町8丁目35番地

豊田市こども発達センター 471-0062 豊田市西山町２－１９

障がい者相談支援事業所　りんく 471-0871 豊田市元宮町６－１９

基幹相談支援センター灯 448-0851 刈谷市神田町１丁目３番地

訪問看護ステーション麦 448-0856 刈谷市寿町４丁目６０５番地

相談支援事業所　あんステップ 446-0043 安城市城南町2丁目10－3

相談支援事業所　Root　of holy 446-0045 安城市横山町大山田中48-7

りすまいるサポート 471-0053 豊田市丸根町６－１４－１

障がい者相談支援事業所　オンリーワン 471-0855 豊田市柿本町５－３１－２

西尾市社会福祉協議会
相談支援事業所

445-0852 西尾市花ノ木町2丁目1番地

蒲郡市障がい者支援センター 443-0036 蒲郡市浜町93　浜町福祉センター内

障害児相談支援事業所しろばら 445-0033 西尾市室町中屋敷95

訪問看護ステーションこむぎ 444-0302 西尾市田貫3丁目57-2

保健センター 443-0036 蒲郡市浜町4

指定・特定障害児者相談支援事業所　伽耶 484-0064 犬山市前原西4丁目20番地

相談支援　楽翔 443-0021 蒲郡市三谷町須田10-68

蒲郡市児童発達支援センター
（蒲郡市こども相談支援室）

443-0036 蒲郡市浜町4　保健医療センター3階

福祉部健康推進課（保健センター） 479-0868 常滑市飛香台３丁目３番地の３

犬山市保健センター 484-0086 犬山市松本町一丁目121番地

とこなめ障がい者相談支援センター 479-0852 常滑市神明町３丁目61番地
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法人名 電話番号
市町村名

設置機関名　（コーディネーターの所属） 連絡先

事業所名（勤務先名） 郵便番号 事業所（勤務先）所在地

107 常滑市 社会福祉法人　知多学園 0569-47-8844

108 江南市 江南市 0587-54-1111

109 江南市 江南市 0587-54-1111

110 江南市 江南市 0587-56-4111

111 小牧市
社会福祉法人
小牧市社会福祉協議会

0568-65-7050

112 小牧市 小牧市 0568-75-6471

113 稲沢市
社会福祉法人
稲沢市社会福祉協議会

0587-23-6713

114 稲沢市
社会福祉法人
稲沢市社会福祉協議会

0587-34-3122

115 稲沢市
社会福祉法人
稲沢市社会福祉協議会

0587-22-7110

116 稲沢市
社会福祉法人
稲沢市社会福祉協議会

0587-36-5171

117 稲沢市 稲沢市 0587-32-1281

118 稲沢市 稲沢市 0587-21-2300

119 新城市 社会福祉法人 新城福祉会 0536-24-1313

120 新城市 新城市 0536-22-9918

121 新城市 新城市 0536-23-8551

122 新城市 新城市 0536-23-3031

123 東海市 東海市 052-689-1600

124 大府市
社会福祉法人
大府市社会福祉協議会

0562-48-3011

125 大府市 大府市 0562-47-8000

126 知多市 知多市 0562-54-4500

127 知多市 知多市 0562-55-4191

128 知多市 知多市 0562-54-1300

129 知多市 知多市 知多市障がい児相談支援事業所さんぽ 0562-54-4502

130 知立市 知立市 0566-81-5500

131 知立市 知立市 保健センター（健康増進課） 知立市桜木町桜木１１番地２ 0566ｰ82ｰ8211

132 尾張旭市 尾張旭市 0561-76-8142

133 高浜市
社会福祉法人
高浜市社会福祉協議会

0566-54-3009

ちよがおか相談支援事業所 479-0834 常滑市千代ヶ丘2-15

健康福祉部　健康づくり課
（保健センター）

483-8177 江南市北野町川石２５-１１ 

相談支援課
ふれあい総合相談支援センター

485-0041 小牧市小牧五丁目４０７

健康福祉部　福祉課 483-8701 江南市赤童子町大堀９０

こども未来部　こども政策課 483-8701 江南市赤童子町大堀９０

サポートセンターひまわり 492-8342 稲沢市矢合町山屋敷３３２９番地

障がい者サポートセンターこうのみや 492-8137 稲沢市国府宮三丁目１－１－１０１

保健センター 485-0044 小牧市常普請一丁目318

稲沢市障がい者基幹相談支援センター 492-8269 稲沢市稲府町１番地

健康推進課（保健センター内） 492-8217 稲沢市稲沢町前田３６５番地１６

新城市障害者相談支援事業所レインボーはうす 441-1301 新城市矢部字本並48番地

稲沢市立ひまわり園 492-8342 稲沢市矢合町山屋敷３３２９番地

福祉課　障害福祉グループ 492-8269 稲沢市稲府町１番地

新城市訪問看護ステーション 441-1363 新城市字東沖野20番地12

東海市　健康推進課 476-0002 東海市荒尾町西廻間１-１

新城市子育て世代包括支援センター 441-1392 新城市字東入船115番地

新城市健康福祉部健康課 441-1301
新城市字矢部字上ノ川1番地8
新城保健センター

在宅ケアセンター 478-0017 知多市新知字永井２番地の１

やまもも園 478-0021 知多市岡田字太郎坊１５番地の１

障がい者相談支援センター 474-0035 大府市江端町六丁目13番地の１

保健センター（健康増進課） 474-0035 大府市江端町四丁目2番地

472-0031

福祉課 488-8666 尾張旭市東大道町原田2600番地1

障害者相談支援事業所 444-1334 高浜市春日町五丁目１６５番地

保健センター 478-0017 知多市新知字永井２番地の１

478-0017 知多市新知字永井２番地の１

知立市立ひまわり園 472-0043 知立市東栄一丁目45番地
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134 高浜市 高浜市 0566-52-9871

135 岩倉市
社会福祉法人
いわくら福祉会

0587-22-5005

136 岩倉市 岩倉市 0587-37-3511

137 豊明市
社会福祉法人
豊明福祉会

0562-85-5070 

138 豊明市 豊明市 0562-85-3950

139 豊明市 豊明市 0562-91-0008

140 日進市
社会福祉法人
日進市社会福祉協議会

0561-72-0853

141 田原市 田原市 0531-23-3812

142 田原市 田原市 0531-23‐3515

143 田原市 田原市 0531-23‐3513

144 愛西市
社会福祉法人
愛西市社会福祉協議会

0567-24-2225

145 愛西市 愛西市 0567-55-7118

146 愛西市 愛西市 0567-28-5833

147 清須市 清須市 052-400-2911

148 清須市
社会福祉法人
清須市社会福祉協議会

052-400-3368

149 北名古屋市
社会福祉法人
西春日井福祉会

0568-23-1123

150 北名古屋市 北名古屋市 0568-23-4000

151 北名古屋市
株式会社
総合福祉サービスJ・You

0568-54-1770

152 北名古屋市 株式会社福祉の里 0568-24-8671

153 弥富市
社会福祉法人
弥富市社会福祉協議会

0567-65-3724

154 弥富市
社会福祉法人
愛知県厚生事業団

0567-68-4322

155 弥富市 弥富市 0567-65-1111

156 みよし市
一般社団法人
キッズラバルカ

0561-42-7877

157 みよし市
一般社団法人
キッズラバルカ

0516-33-5020

158 みよし市 オーケーサポート株式会社 0561-76-0611

159 みよし市 みよし市 0561-34-5311

160 みよし市 みよし市 0561-32-8010

健康課 482-0024 岩倉市旭町一丁目２０

ファイン相談支援事業所 470-1101 豊明市沓掛町中川81番地2

健康推進グループ 444-1334 高浜市春日町五丁目１６５番地

相談支援センターみのり 482-0041 岩倉市東町仙奈170

日進市障害者相談支援センター 470-0136 日進市竹の山四丁目301番地

田原市障害者総合相談センター 441-3422 田原市赤石二丁目２番地

豊明市役所子育て支援課
おやこ健やか係

470-1195
豊明市新田町子持松１番地１
豊明市役所子育て支援課　おやこ健やか係

豊明市役所子育て支援課
子ども家庭相談係

470-1195
豊明市新田町子持松１番地１
豊明市役所子育て支援課
子ども家庭相談係

相談支援事業所あいさい 496-0907 愛西市稲葉町米野226-1

子育て支援課 496-8555 愛西市稲葉町米野308

田原市健康福祉部健康課 441-3492 田原市田原町南番場３０番地１

田原市健康福祉部子育て支援課 441-3492 田原市田原町南番場３０番地１

障がい者サポートセンター清須 452－0931 愛知県清須市一場古城６０４番地１５

尾張中部福祉の杜 481-0041 北名古屋市九之坪笹塚２２番地

健康推進課 496-0907 愛西市稲葉町米野225-1

健康推進課 452-8569 清須市須ヶ口１２３８番地

北名古屋西ケアプランセンター 481-0039 北名古屋市法成寺ツナギ畑１０７番地１

なでしこ指定障害者相談支援事業所 498-0021 弥富市鯏浦町上本田９５番地１

保健センター 481-0041 北名古屋市九之坪笹塚１番地 健康ドーム内

じゃがいも畑生活支援センター 481-0033 北名古屋市西之保深坪６７番地３　１F

こども訪問看護ステーションmom 470-0204
みよし市三好丘桜一丁目８番地４
With三好ヶ丘１０２号

みよし市くらし・はたらく相談センター 470-0224 みよし市三好町湯ノ前４番地５

愛厚弥富の里相談支援事業所 498-0040 弥富市栄南町７－２

弥富市役所　健康推進課 498－8501 弥富市前ヶ須町南本田335番地

福祉課 470-0295 みよし市三好町小坂５０番地

オーケーサポート株式会社 470-0213 みよし市打越町畦違２７７番地３

健康推進課 470-0224 みよし市三好町陣取山５４
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161 みよし市 みよし市 0561-32-8034

162 あま市
特定非営利活動法人
あるいていこう

052-414-4781

163 あま市 株式会社ライジング 052-444-1101

164 あま市
社会福祉法人
あま市社会福祉協議会

052-446-0612

165 長久手市
社会福祉法人
長久手市社会福祉協議会

0561-62-4700

166 長久手市
社会福祉法人
百千鳥福祉会

0561-41-8807

167 長久手市 長久手市 0561-62-8811

168 長久手市 長久手市 0561-63-3300

169 東郷町 東郷町 0561-56-0736

170 東郷町 東郷町 0561-37-5813

171 豊山町 豊山町 0568-28-3150

172 大口町 医療法人tsukushi 0587-94-1201

173 大口町 医療法人医仁会 0587-95-6711

174 大口町
社会福祉法人
おおぐち福祉会

0587-94-2227

175 大口町 大口町 0587-94-1222

176 大口町 大口町 0587-94-0051

177 扶桑町 扶桑町 0587-93-8300

178 扶桑町 扶桑町 0587-93-1111

179 扶桑町 扶桑町 0587-93-2109

180 大治町
社会福祉法人
大治町社会福祉協議会

052-433-2343

181 大治町 大治町 052-444-2714

182 蟹江町
社会福祉法人
蟹江町社会福祉協議会

0567-96-3736

183 蟹江町 蟹江町 0567-96-5711

184 飛島村
社会福祉法人
飛島村社会福祉協議会

0567-52-2722

185 飛島村
社会福祉法人
飛島村社会福祉協議会

0567-52-4338

186 飛島村 飛島村 0567-52-1001

187 阿久比町 阿久比町
0569-48-1111
（内線1521）

子育て支援課 470-0295 みよし市三好町小坂５０番地

あま市社会福祉協議会障害相談支援事業所 490-1205 あま市花正中之割１１３－１

長久手市障がい者基幹相談支援センター 480-1102 長久手市前熊下田171番地

相談支援事業所　あるいていこう 490-1223 あま市森山弁才天８０

ひまわりのおうち 490-1116
あま市本郷花の木４５
パークサイドパレス１０２

健康推進課　母子保健係 480-1196 長久手市岩作城の内101-1

子育て応援課 470-0198 東郷町大字春木字羽根穴１番地

相談支援おかげさん 480-1103
長久手市岩作平子34番地1
レジデンス千代萬1階

子ども家庭課　療育支援係 480-1102 長久手市前熊前山173番地3

相談支援室はるかぜ 480-0147 愛知県丹羽郡大口町竹田二丁目２１番地１

相談支援事業所　太郎と花子 480-0127 愛知県丹羽郡大口町新宮一丁目１０番地

健康推進課 470-0198
東郷町大字春木字羽根穴２２２５番地４
イーストプラザいこまい館内

保健センター 480-0292 西春日井郡豊山町大字豊場字新栄２６０番地

健康生きがい課 480-0126 愛知県丹羽郡大口町伝右一丁目３５番地

保健センター 480-0103 扶桑町大字柏森字中切254

大口町地域包括支援センタ―
障がい者・児相談支援事業所

480-0144 愛知県丹羽郡大口町七丁目２１番地

福祉こども課 480-0126 愛知県丹羽郡大口町伝右一丁目３５番地

「おおはる」指定障害相談支援事業所 490-1143 海部郡大治町大字砂子字西河原18番地

保健センター 490-1143 海部郡大治町大字砂子字西河原14番地の3

福祉児童課 480-0102 扶桑町大字高雄字天道330

高雄西保育園 480-0102 扶桑町大字高雄字堂子151-1

飛島村障害者相談支援事業所　希望 490-1436 飛島村竹之郷５－４３

さくら作業所 490-1436 飛島村竹之郷５－４３

蟹江町社会福祉協議会障害者相談支援事業所 497-0052 海部郡蟹江町大字西之森字海山３２６番地３

民生部　健康推進課（保健センター） 497-0052 海部郡蟹江町西之森七丁目６５番地

保健環境課 490-1436 飛島村大字松之郷３－４６－１

民生部健康介護課保健係 470-2292 阿久比町大字卯坂字殿越50
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188 東浦町 社会福祉法人　愛光園 0562-34-6618

189 東浦町 東浦町 0562-83-3111

190 南知多町
特定非営利活動法人
ゆめじろう

0569-72-6464

191 南知多町 南知多町 0569-65-0711

192 美浜町
特定非営利活動法人
ゆめじろう

0569-72-6464

193 美浜町 美浜町 0569-82-1111

194 武豊町
社会福祉法人
武豊町社会福祉協議会

0569-73-3104

195 幸田町
社会福祉法人
愛恵協会

0564-63-1755

196 設楽町 設楽町 0536-62-0901

197 東栄町 東栄町 0536-79-3311

198 県
社会福祉法人恩賜財団
済生会支部愛知県済生会

052-501-4079

199 県
社会福祉法人恩賜財団
済生会支部愛知県済生会

0564-64-7980

200 県
愛知県医療療育
総合センター

0568-88-0811

東浦町障がい者相談支援センター 470-2102 知多郡東浦町大字緒川字寿久茂129番地

健康福祉部障がい支援課 470-2192 知多郡東浦町大字緒川字政所20番地

知多南部相談支援センターゆめじろう 470-2531 知多郡武豊町大字富貴字外面８５－２

厚生部福祉課健康・子育て課 470-2492 知多郡美浜町大字河和字北田面１０６

知多南部相談支援センター　ゆめじろう 470-2531 知多郡武豊町大字冨貴字外面８５－２

健康子育て室 470-3495 南知多町大字豊浜字貝ヶ坪１８

したら保健福祉センター 441-2301 設楽町田口字向木屋４番地

東栄医療センター 449-0293 北設楽郡東栄町大字三輪字上栗５

武豊社協障がい相談支援センター 470-2392 武豊町字長尾山２番地

生活支援センターこうた 444-0113 幸田町大字菱池字城山143-1

地域支援課 480-0392 春日井市神屋町713-8

愛知県青い鳥医療療育センター 452-0822 名古屋市西区中小田井５丁目８９番地

愛知県三河青い鳥医療療育センター 444-0002 岡崎市高隆寺町字小屋場9-3
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