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自治体名 名　　称 電話番号 住　　　所
サンシャイン138南 0586-24-0817 〒491-0867 愛知県一宮市古金町1-12-1
サンシャイン138北 0586-23-2775 〒491-0076 愛知県一宮市貴船町3-2
ふれあい教室 0586-61-4065 〒494-0003 愛知県一宮市三条郷内西43-1
ほっとルーム☆きらら 0586-87-7112 〒493-0001 愛知県一宮市木曽川町黒田城西27-4
適応支援教室「明日花」 0587-36-5727 〒492-8342 愛知県稲沢市矢合町番切3684-1
適応支援教室「明日花」東分室 090-444-6053 〒492-8342 愛知県稲沢市井之口沖ノ田町38

犬山市 適応指導教室　ゆうゆう 0568-63-0502 〒484-0081 愛知県犬山市犬山北古券
江南市 江南市適応指導教室「You･輝」 0587-51-4533 〒483-8221 愛知県江南市赤童子町大堀99
岩倉市 適応指導教室「おおくす」 0587-38-0300 〒482-0042 愛知県岩倉市中本町西出口15-1
大口町 ふれあいルームおおぐち(適応指導教室) 0587-95-7773 〒480-0126 愛知県丹羽郡大口町伝右1丁目35
扶桑町 扶桑町適応指導教室「あいあい」 0587-92-3660 〒480-0103 愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字辻田473番地
瀬戸市 オアシス２１ 0561-84-5005 〒489-0919 愛知県瀬戸市川端町1丁目31
春日井市 春日井市適応指導教室「あすなろ教室」 0568-34-8421 〒486-0913 愛知県春日井市柏原町1-97-1

適応指導教室〈カルミア〉 0568-76-3718 〒485-0011 愛知県小牧市大字岩崎250番地1
適応指導教室〈アイトワ〉 0568-76-3718 〒485-0046 愛知県小牧市堀の内一丁目1番地

尾張旭市 適応指導教室「つくしんぼ学級」 0561-76-8179 〒488-0801 愛知県尾張旭市東大道町原田2585-1
豊明市南部教育支援センター「フレンドひまわり栄」 0562-85-4000 〒470-1162 愛知県豊明市栄町上姥子3-2-13
豊明市南部教育支援センター「フレンドひまわり勅使」 0562-92-1717 〒470-1102 愛知県豊明市沓掛町勅使1-1

日進市 日進市教育支援センター（ハートフレンドにっしん） 0561-73-4500 〒470-0104 愛知県日進市岩藤町大清水919番地1
清須市 清須市適応指導教室 052-401-1199 〒452-0916 愛知県清須市下河原997
北名古屋市 教育支援センター「パレット」 0568-27-3666 〒481-0003 愛知県北名古屋市能田引免地35
長久手市 適応指導教室「N-ハウス あい」 0561-62-4545 〒480-1103 愛知県長久手市岩作琵琶ケ池55番地1
東郷町 ハートフル東郷 0561-38-4334 〒470-0151 愛知県東郷町大字諸輪字百々51番地236
豊山町 適応指導教室　しいのき 0568-29-1787 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町豊場新栄64
津島市 「心のオアシス」（津島市児童科学館内） 0567-24-8743 〒496-0072 愛知県津島市南新開町2-74
愛西市 学校生活適応指導教室すまいる 0567-33-1120 〒496-0914 愛知県愛西市東條町西田面11-1
あま市 ビリーブ（適応指導教室） 052-443-1400 〒490-1111 愛知県あま市甚目寺東大門8番地
弥富市 適応指導支援室「アクティブ」 0567-68-5777 〒470-2403 愛知県弥富市稲吉一丁目8番
蟹江町 学校生活適応指導教室　あいりす 0567-96-4415 〒497-0030 愛知県蟹江町宝二丁目477番地
大治町 トラスティ 052-414-5021 〒490-1144 愛知県海部郡大治町大字西條字西ノ割６０－１
飛島村 飛鳥村教育支援教室「きらり」 0567-52-3351 〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷３丁目１番地
半田市 適応指導教室（マーキュリールーム） 0569-23-7239 〒475-0928 愛知県半田市桐ヶ丘4-210 
常滑市 ペースばるーん 0569-35-7348 〒479-0837 愛知県常滑市新開町5丁目65番地

適応指導教室「ほっと東海」横須賀教室 052-603-2211 〒477-0034 愛知県東海市養父町北反田41
適応指導教室「ほっと東海」上野公民館教室 052-603-2211 〒476-0002 愛知県東海市名和町南之山10-4

大府市 レインボーハウス 0562-44-9400 〒474-0035 愛知県大府市江端町六丁目13番地の1
知多市 学校生活適応指導教室　「ふれあいスクール　タッチ」 0562-33-3151 〒478-0054 愛知県知多市つつじが丘3丁目12-7
阿久比町 阿久比町適応指導教室「こすもす」 0569-49-2550 〒470-2212 愛知県知多郡阿久比町卯坂浅間裏3-2
東浦町 東浦文化広場適応指導教室・ふれあい教室  0562-84-4111 〒470-2104 愛知県知多郡東浦町生路狭間80
南知多町 リフレッシュスクール 0569-65-2767 〒470-3495 愛知県知多郡南知多町豊浜字貝ヶ坪18
美浜町 適応指導教室 0569-82-5362 〒470-2403 愛知県知多郡美浜町北方１丁目１
武豊町 適応指導教室「ステップ」 0569-73-7127 〒470-2317 愛知県知多郡武豊町砂川3-16

ハートピア岡崎(竜美) 0564-71-3207 〒444-0876 愛知県岡崎市竜美北二丁目6番地1
ハートピア岡崎(上地) 0564-58-4831 〒444-0823 愛知県岡崎市上地3丁目12－1

碧南市 フリースクールへきなん（適応指導教室） 0566-46-7777 〒447-8601 愛知県碧南市松本町28
刈谷市北部すこやか教室 0566-62-7551 〒448-0007 愛知県刈谷市東境町神田32-2
刈谷市中部すこやか教室 0566-23-6716 〒448-0857 愛知県刈谷市大手町1丁目51
刈谷市南部すこやか教室 0566-62-8550 〒448-0803 愛知県刈谷市野田町西田78-2

豊田市 小学生・中学生の適応指導教室「ふれあい教室」 0565-32-6595 〒471-0066 愛知県豊田市栄町1丁目7番地1
安城市 ふれあい学級 0566-75-1010 〒446-0045 愛知県安城市横山町下毛賀知13-1

適応指導教室あゆみ学級にしお 0563-57-0555 〒445-0864 愛知県西尾市錦城町162番地14
適応指導教室あゆみ学級いっしき 0563-73-4572 〒444-0423 愛知県西尾市一色町一色東前新田8番地

知立市 むすびあい教室 0566-81-6007 〒472-0011 愛知県知立市昭和9丁目1
高浜市 ほっとスペース 0566-53-5101 〒444-1334 愛知県高浜市春日町5丁目165
みよし市 みよし市教育センター「学びの森」 0561-33-5010 〒470-0224 愛知県みよし市三好町仲ヶ山43-11
幸田町 幸田町教育相談室｢スペースピッコロ｣ 0564-63-1188 〒444-0113 愛知県額田郡幸田町菱池黒方78

とよはしほっとプラザ中央 090-7693-2338 〒440-0851 愛知県豊橋市前田南町2-19-7
とよはしほっとプラザ東 0532-41-7630 〒441-3147 愛知県豊橋市大岩町火打坂19-16
とよはしほっとプラザ西 0532-37-8008 〒441-8087 愛知県豊橋市牟呂町東里26
「適応指導教室」さくらんぼ 0533-56-2301 〒441-0321 愛知県豊川市御津町広石日暮148
「適応指導教室」さくらんぼ 0533-88-8039 〒441-0202 愛知県豊川市赤坂町松本250
「適応指導教室」さくらんぼ 0533-82-3501 〒442-0878 愛知県豊川市新道町1-1-3

蒲郡市 あすなろ教室（適応指導教室） 0533-69-2619 〒443-0056 愛知県蒲郡市神明町22番2号
田原市 適応指導教室「くすの木教室」 0531-36-4732 〒441-3432 愛知県田原市野田町籠田3番
新城市 新城市適応指導教室「あすなろ教室」 0536-23-1191 〒441-1331 愛知県新城市庭野岩本8
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