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表紙の絵について

タイトル「ともだち」

この絵は、区内の施設利用者の方から作品を募集し決定した
「中村区自立支援連絡協議会」マスコットキャラクターです。
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お問合せ先　　　中村区障害者基幹相談支援センター
　　　　　　　　　 〒４５３－０８３４
　　　　　　　　　 名古屋市中村区豊国通３－１０
　　　　　　　　　　TEL　０５２－４６２－１５００　
　　　　　　　　　　FAX　０５２－４６２－９６４０

ガイドブック作成にあたり、関係機関、関係事業所の皆様には
多大なご支援、ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。
随時、区役所ホームページ等で更新していく予定です。
（ガイドブックの内容は平成27年3月末日現在の情報です。）

中村区障がい福祉サービスガイドブック



そうだんする

① 中村区役所 ③ 中村区社会福祉協議会

② 中村保健所 ④ 中村区基幹相談支援センター

はたらく

① 情報センターＮＯＡＨ ⑩ まっくびーの丘

② ジョブサポートフォルテ ⑪ ＩＳＩＳ名古屋

③ アスシア ⑫ ドルフィンくん

④ クローバー ⑬ どんぐりファクトリー

⑤ サンクス　トゥ ⑭ ふぅえん

⑥ ショコラ ⑮ ベアーアップ

⑦ たんぽぽＺＯＮＥ ⑯ ＢＯＷ太閤ワークセンター

⑧ ピーチ ⑰ ぽこあぽこ

⑨ ぽっかぽか

かよう

① ワークショップ虹 ⑨ ＢＯＷ中村ワークセンター

② 名身連第二ワークス・第二デイサービス ⑩ やまびこ福祉会

③ ラ・エール ⑪ 地域活動支援センターアウル

④ 清新館 ⑫ 交流広場ライフアート

⑤ 生活介護事業つばさ ⑬ 親愛の里そよかぜ

⑥ 中村作業所 ⑭ どんぐりクラブ

⑦ デイセンターひょうたんカフェ ⑮ デイサービスセンターベル

⑧ べにしだの家 ⑯ デイサービスりんりん

くらす

① いーえん ⑥ ビブレ

② かれん ⑦ べにしだ共同生活事業所

③ ケアホーム　そら ⑧ ぽるとわーる

④ ケアホーム　にじ ⑨ べにしだの家指定短期入所事業所

⑤ セブンデイズ　なごや ⑩ 医療型ナース・ディ

てつだう

① アイアイサービス中村公園ケアセンター ⑨ ヘルパーステーション・カイ

② 介護ステーションれもん ⑩ ヘルパーステーションのぞみ

③ 風の森 ⑪ 訪問介護事業所　けあびーんず

④ 居宅介護事業所　でこぼこ ⑫ 訪問介護ステーショントマト

⑤ 指定居宅介護事業所わっしょい ⑬ 訪問介護ゆたぽん

⑥ 中村区介護保険事業所 ⑭ 丸八介護サービス

⑦ 福祉の幸鳥居訪問介護事業所 ⑮ 南区ヘルパー事業所　こころ

⑧ ヘルパーサービス金澤
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                                     ①中村区役所 

≪中村区役所 福祉課 福祉係≫ 

住所  ：〒４５３－８５０１  中村区竹橋町３６－３１ 

TEL  ：０５２－４５３－５３６８   

FAX  ：０５２－４５３－８２３２ 

公共交通：地下鉄:桜通線「中村区役所」下車 2 番出口 北 20 メートル 徒歩すぐ 

     市バス:「中村区役所」下車 北西 200 メートル 徒歩 2 分 

     名鉄バス:「中村区役所東」・「中村区役所西」下車 

開庁日 ：月～金 

開庁時間：８：４５～１７：１５ 

                         

★ 身体障害児・者や知的障害児・者の福祉の相談窓口 

★ 身体障害者手帳・愛護手帳に関すること 

★ 障害福祉サービス（身体障害児・者 知的障害児・者）に関すること 

 

 

 

 

                                                        ②中村保健所 

≪中村保健所 保健予防課 保健感染症係≫ 

住所  ：〒４５３－００２４  中村区名楽町４－７－１８ 

TEL  ：０５２－４８１－２２９４   

FAX  ：０５２－４８１－２２１０ 

公共交通：地下鉄:東山線「中村日赤」下車 徒歩 6 分 

開庁日 ：月～金 

開庁時間：８：４５～１７：１５ 

                         

★ 精神保健福祉相談・訪問指導 

★ 精神障害者家族教室 

★ 精神障害保健福祉手帳に関すること 

★ 障害福祉サービス（精神・難病）に関すること 

★ その他（児童の療育・健康などの相談） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 ③中村区社会福祉協議会 

≪中村区社会福祉協議会≫ 

住所  ：〒４５３－００２４  中村区名楽町４－７－１８（中村区在宅サ−ビスセンター内） 

TEL  ：０５２－４８６－２１３１   

FAX  ：０５２－４８３－３４１０ 

公共交通：地下鉄:東山線「中村日赤」下車 徒歩 6 分 

     市バス:「中村保健所南」下車 

開庁日 ：月～金 

開庁時間：８：４５～１７：１５                         

 

★ 社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき、社会福祉関係者等によって組織された、民間が主体

の社会福祉推進団体で、福祉啓発、ボランティア育成、在宅福祉サービスなど地域福祉を推進

するための様々な事業を行っています。 

 

 

 

 

 

                                    ④中村区障害者基幹相談支援センター               

法人名 ：中村区名身連・親愛の里共同事業体 

事業所名：中村区障害者基幹相談支援センター 

住所  ：〒４５３－０８３４ 

     中村区豊国通３－１０ 

TEL  ：０５２－４６２－１５００   

FAX   :０５２－４６２－９６４０ 

E-mail ：nakamura@shin-ai1996.org 

公共交通：地下鉄中村公園 6 番出口より徒歩 7 分、市バス中村 13 稲西車庫行豊国通り 4 丁目前  

営業日 ：月～日 第４、第５日曜日、祝日、年末年始は休み、第３水曜日は１６時までの受付 

時 間 ：９：００～１７：３０   利用者の主たる障害状況： 身体 知的 精神 難病 障害児                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動内容 

福祉サービスや制度のご案内、専門機関・事業

所のご紹介、福祉サービスの利用の仕方や手続

きのお手伝い、就労や生活上の不安・悩みなど、

生活全般に関するご相談に応じます。 

事業所アピール 

障がい福祉の地域拠点として、障がいのある人

達も安心して暮らせる街づくりを目指していま

す。生活や就労、福祉サービスの利用など何で

もお気軽にご相談ください。相談は無料です。  





 
 
サービス種類／就労移行支援                事業所名 ①情報センターNOAH              

法人名 ：特定非営利活動法人オレンジの会 

事業所名：情報センターNOAH 

住所  ：〒453-0014 

          名古屋市中村区則武 1-7-15 

TEL  ：052-452-8088          FAX:同左 

E-mail ：nagoya@orange-net.info 

公共交通：名古屋駅西口より徒歩 10 分 

開所日 ：月～金（祝日は除く） 

時 間 ：9:00～15：00 

定 員 ：20 名                   利用者の主たる障害状況： 精神 知的                       

 

  

 

  

 

 

 

活動内容 

 

自動車部品の内職やメール便の配達、喫茶での

調理、接客などの作業を通じて働く力を身につ

けます。一人ひとりにあった無理のない範囲で

作業スケジュールを組み立てて頂けます。 

事業所アピール 

 

オレンジの会では仲間作りを大切にしていま

す。うまく就労に繋がっても職場で良い交友

関係を築けなければ仕事は長続きしないこと

が多いです。職場での円滑なコミュニケーシ

ョンが図れるよう、セミナーやグループワー

クを定期的に開催しています。苦労があって

も楽しみながら仕事が出来るような方法や考

え方を身につけます。 

 

 



サービス種類／就労移行支援・就労継続支援 B 型      事業所名 ②ジョブサポートフォルテ                

法人名 ：社会福祉法人 親愛の里 

事業所名：ジョブサポートフォルテ 

住所  ：〒453-0041 

     名古屋市中村区本陣通 5-89 東新ビル 1FW 

TEL  ：052-413-7311   FAX:052-413-7311 

E-mail ：forte@shin-ai1996.org 

公共交通：地下鉄「中村公園」3 番出口 徒歩 15 分、「本陣」1 番出口 徒歩 15 分 

開所日 ：月～金曜日 

時 間 ：9：00～17：45(作業時間…9：30～16：00) 

定 員 ：25 名(移行 6 名・継続 19 名)           利用者の主たる障害状況： 精神                       

 

 

 

 

活動内容 

 

施設内作業…タオルギフト作成、電線剥離作業 

ねじ検品、物品販売、喫茶業務 など 

施設外作業…メール便配達、駐輪清掃、施設清

掃、学校教材セット、リサイクル品

回収業務、リサイクラ―、バザー出

店 など 

その他…移行学習会、企業見学 

    年 1 回…1 泊旅行 など 

 
事業所アピール 

『多様な働き方を目指して』 

 

働きたいという希望を持つ人たちのサポート

をします。障がいと上手く付き合いながら「働

きたい」をかなえる、仲間達と楽しく働く、特

技や趣味を活かした仕事を探すなど、自分らし

い働き方をいっしょに目指します。 

 



サービス種類／就労継続支援 A 型                   事業所名 ③アスシア 

法人名 ：株式会社 アスシア 

事業所名：アスシア 

住所  ：〒453-0823 

     名古屋市中村区日ノ宮町 5-14 

TEL  ：052-483-3440          FAX:052-483-3441 

E-mail ：info@asusia.jp 

公共交通：地下鉄東山線「岩塚」駅 徒歩８分 
開所日 ：原則月～金曜日 

時 間 ：9:00～17:00 のうち 4 時間～ 

定 員 ：20 名              利用者の主たる障害状況： 身体 精神 知的 難病                  

 

 

 

 

活動内容 

《主な活動》 

●施設外就労…お弁当販売に伴う調理、盛り付

け、出荷準備等 

●事務…PC 入力、伝票整理等 

●軽作業…箸袋作成等 

●手話教室実施中！（週３～４時間程度） 

《行事》 

BBQ、クリスマス会など。※クリスマス会は利

用者主体で企画・設営等行いました。 

事業所アピール 

 

働いて、輝いて、明日の幸せをつかもう！ 

仕事は真剣に。でも休憩中は様々な年齢、障害

を持った方々が冗談を言い合いながら楽しく過

ごしています。 

アスシアは、障がいをお持ちの方の「働きた

い！」をサポートします。 

HP・ブログもぜひチェックしてください。 

 

 



サービス種類／就労継続支援Ａ型                 事業所名 ④クローバー 

法人名 ：株式会社 若葉 

事業所名：クローバー 

住所  ：〒453-0063 

     名古屋市中村区東宿町２丁目１２９番地 

TEL  ：052-485-8818  FAX:052-485-8820 

E-mail  h_sakanoue_wakaba＠yahoo.co.jp 

公共交通：地下鉄東山線「中村公園前」駅 3 番出口～豊国神社方面に向かって徒歩 8 分 

開所日 ：月～金 (土曜日出勤あり) 

時 間 ：シフト①9：00～14：00 シフト②9：00～16：00 ①、②より選択可能 

定 員 ：34 名                 利用者の主たる障害状況： 知的 精神 身体                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動内容 

おもに軽作業で座り仕事を行っています。 

施設外ではライン作業(立ち仕事) 

作業の内容は・・・・ 

お菓子の箱組み立て、お菓子詰め 

衣料品への寝切り・値付け・包装 

カレンダー丁合 

蓋付瓶の加工（シール貼り・取扱い説明書入れ・

ふた閉め・梱包） 

ダイレクトメール封入・宛名シール貼り 

事業所アピール 

当事業所には知的、精神、身体の障害を持った

方々が通所しています。皆それぞれの障害を理

解しあい、気遣い、時に励ましあいながら日々

作業に打ち込んでいます。 

目指すところはそれぞれ違っても、目標に向か

う気持ちは一緒です。私たち支援員一同はそん

な皆さんの願う未来に一歩づつ近づけるように

あたたかく見守り、支援しています。 

 

 



サービス種類／就労継続支援 A 型                 事業所名 ⑤サンクス・トゥ              

法人名 ：株式会社ブリリアント 

事業所名：サンクス・トゥ 

住所  ：〒453-0866 

     名古屋市中村区横井 1 丁目 193 番地 

TEL  ：052-462-1906          FAX:052-462-1907 

E-mail ：thanks39to@gmail.com 

公共交通：市バス横井住宅 地下鉄・近鉄・JR 八田駅より送迎あり 

開所日 ：月～金  月に 1 回程度の土曜日 

時 間 ：9 時 30 分～14 時 30 分 

定 員 ：２０名                 利用者の主たる障害状況： 精神 知的 身体                          

 

 

 

 

 

 

 

 

活動内容 
一般就労が困難な方の就労、又、一般就労を目指す

方へのサポートをしています。 

≪主な作業≫ 軽作業 

玩具のカプセル詰め・梱包、 各種袋詰め・組立 

その他いろいろな作業がありますのでその方に合

った作業をしていただいています。 

≪年間行事≫ 

季節のレクリエーション等 

 

 

 

 

 

事業所アピール 

 

やさしいスタッフがていねいにサポートして

います。 

若い方から年配の方までいらっしゃいます。 

スタッフは簡単な手話ができ、聾の方も働いて

います。 

 

 



サービス種類／就労継続支援Ａ型                   事業所名 ⑥ショコラ  

法人名 ：障がい者自立サポート株式会社 

事業所名：ショコラ 

住所  ：〒453-0856 

          名古屋市中村区並木 1 丁目 183 番地 

TEL  ：052-462-1888  FAX: 052-462-1888 

E-mail ：sjs.co.ltd@gmail.com 

公共交通：地下鉄[岩塚]・地下鉄、ＪＲ、近鉄[八田]より徒歩 8 分 

     市バス[並木町停]より徒歩 3 分  [八田駅停]より徒歩 8 分 

開所日 ：日・祝休み、その他会社カレンダーによる 

時 間 ：サービス提供時間 (月～金)9：00～16：00 (土)9：00～13：30 

定 員 ：20 名                利用者の主たる障害状況：  身体 知的 精神                  

 

 

 

 

活動内容 

 

会計ソフトを使ったデータ入力、 

名刺作成、ホームページ制作、 

資料整理、 

箱折り、洗剤箱詰め、ギフト製作、 

銅線被覆剥き 等 

事業所アピール 

 

ショコラでは、スタッフとご利用者が障がいの

有無にかかわらず共に働くことで、個々の能力

を引き出し自信をつけ、これから開花する力を

発見できるようなサポートを心がけています。 

 

♪それぞれの障がい特性に合った作業内容を選

定し、安心して毎日働けるように配慮をしてい

ます。 

♪国家資格を持ったスタッフを中心に相談・助

言を行い、継続して就労できるよう支援を行い

ます。 

♪施設外での就労の場も提供し、一般就労に必

要な知識や技術を高められるような支援も行っ

ています。 

 

障がいのある方に働く喜びを感じていただき、

意欲の向上に少しでもつながるように日々支援

させて頂いております。 

 



サービス種類／就労継続支援 A 型                事業所名 ⑦たんぽぽ ZONE 

法人名 ：株式会社 たんぽぽスマイルワーク 

事業所名：たんぽぽ ZONE 

住所  ：〒453-0801 

     名古屋市中村区太閤 ３－２－１２ 

TEL  ：０５２－７１７－０１７７   FAX : ０５２－７１７－０１７７ 

E-mail ：tanpopo-zone@mediacat.ne.jp 

公共交通：名鉄・近鉄・JR・地下鉄「名古屋」駅地下街南方面出口より、西へ徒歩 10 分 

開所日 ：月～金 （祝日および夏季・冬季休み） 

時 間 ：9：00 ～ 16：00 （就労時間 午前・午後各 2 時間） 

定 員 ：２０名                利用者の主たる障害状況： 知的 身体 精神       

 

 

       たんぽぽの綿帽子が飛び立っ 

ていくように、利用者の方に 

は、様々な地域（ZONE）で 

活躍されることを目指すとと 

もに、事業所としても、安心し

て利用できる拠点を作っていきたいと考えてい

ます。また、Z＝ONE のように、アルファベッ

トの「Z」が終わりではなく、「１」（ONE）に

つながるように、前に向かっていく気持ちを大

切にしたいと考えています。 

          
          
          
  

 
 

活動内容 

 

DVD ケースのクリーニング、かわあげ君の

容器組立作業、シール貼り作業等の軽作業を中

心に行なっています。 
 

 
伊勢神宮のおはらい町にある酉一本店で販売

されている「かわあげ君」の容器を組み立てて

います。 

事業所アピール 

 

利用者の方の生活のリズムを整えると共に、

社会性を養い、社会的自立を目指した支援をし

ていきたいと考えています。 

アットホーム的な雰囲気を大事にしつつ、仕

事に対しての姿勢やマナー、意欲を培っていく

事ができるようフォローアップに力を入れま

す。 

 

  作業場 

   

http://image1-4.tabelog.k-img.com/restaurant/images/Rvw/14035/640x640_rect_14035687.jpg


サービス種類／就労継続支援Ａ型                    事業所名 ⑧ピーチ 

法人名 ：株式会社 エタニティ 

事業所名：ピーチ 

住所  ：〒453-0816 

     名古屋市中村区京田町 3-17-2 

TEL  ：052-486-6690    FAX:052-485-4883 

E-mail ：eternity@peach.plala.or.jp 

公共交通：千成通りバス停 徒歩 5 分、地下鉄中村区役所駅 徒歩 15 分、近鉄黄金駅 徒歩 15 分 

開所日 ：月～土（土曜休業の場合有） 

時 間 ：9：00～14：00 

定 員 ：20 名                 利用者の主たる障害状況： 知的 精神 身体                         

 

 

  

  

 

活動内容 

 

靴下の値札付けや口紙替え。靴下のアソート。

ネジ部品の袋詰め。各種検品。商品の袋詰め。

ケーキ箱組立。クリスマスブーツお菓子詰め。

お店で提供するお箸の袋詰め。自動車部品の各

種バリ取り。 

事業所アピール 

 

適正な指定就労継続支援Ａ型を提供すること

を目的とします。 

一人一人に合ったサポートから働くことに対す

る意欲と継続する力を生み出し、達成感と同時

に生きる自信を体感していただきたい。 

できること、働くことを共に考え、経験を感

謝し、発見を喜び、仕事に誇りをもつことで人

生を楽しめる人材を創る。 

 

 
 

 

ネジ袋詰め 



サービス種類／就労継続支援 A 型                  事業所名 ⑨ぽっかぽか 

法人名 ：株式会社 ツーピース 

事業所名：ぽっかぽか 

住所  ：〒453-0856 

     名古屋市中村区並木２丁目 196 番地 

TEL  ：052-414-5673  FAX:052-414-5515 

E-mail ：pokkapoka@abeam.ocn.ne.jp 

公共交通：地下鉄 八田駅下車 2 番出口 徒歩 5 分 

開所日 ：平成 24 年 10 月 1 日 

時 間 ：9：00～14：00 

定 員 ：20 名                 利用者の主たる障害状況： 精神 知的 身体    

 

 

 

 

活動内容 

 ＊就労支援 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 

 支援する為 個別支援計画書に基づき 

 一般就労にむけて さまざまなスキルを 

 身につけられるよう支援を行います。 

事業所アピール 

 

 障害者の方々が互いに和気あいあいと 

 しながら、真剣に作業に取り組んでいます。 

 年齢層は 18 歳から 64 歳までと幅広く 

 異文化交流のように楽しくコミュニケーショ

ンをとっています。 

 行事は利用者さんの要望にできるだけ応え 

花見や忘年会など行っています。 

 



サービス種類／就労継続支援 A 型             事業所名 ⑩まっくびーの丘那古野   

法人名 ：株式会社 マックビーヒル就労支援機構 

事業所名：まっくびーの丘那古野 

住所  ：〒450-0001 

  名古屋市中村区那古野 1 丁目 40-5 

TEL  ：052-587-3838    FAX：052-587-3388 

E-mail ：info@macbh.jp 

公共交通：名古屋市営地下鉄桜通線「国際センター」駅 徒歩 3 分 

開所日 ：月～金 

時 間 ：9：30～16：30(内 4 時間勤務) 

定 員 ：2２名                  利用者の主たる障害状況： 身体 精神 知的                

 

      

 

 
 

活動内容 

《主な活動》 

就労継続支援 A 型事業所として障がい者の方

の社会への進出を目指すための施設で、パソコ

ンによる調査報告書作成やデータ入力、電装品

用部品の作成等の軽作業、ガラスアートやエコ

クラフト等の作成を行っています。利用者ご自

身のスキルや目的に合った仕事が学べます。 

《年間行事》 

花見食事会、バーベキュー大会、忘年会等 

 
事業所アピール 

本事業所は平成２４年３月１日に開設した、障

がい者の方の自立及び一般就労を目指して準

備・支援を行うことを目的とした事業所です。

利用される方々の生活リズムを整え、社会性や

社会的自立を養っていただくことを優先的に考

えています。様々な障がい種別や程度、年齢の

方々が本事業所を利用していて、利用者一人ひ

とりが作業の成果を通じて満足感や達成感を積

み重ねつつ、日々の活動に取り組んでいます。 

 

 

パソコン作業風景 

軽作業風景 
バーベキュー風景 

建物全体図 



サービス種類／就労継続支援 B 型                 事業所名 ⑪ISIS 名古屋 

法人名 ：特定非営利活動法人オレンジの会 

事業所名：ISIS 名古屋（いしすなごや） 

住所  ：〒453-0016   

名古屋市中村区竹橋町 17 番地９セサミタワー３A 

TEL  ：052-452-2536       FAX:同左 

E-mail ：nagoya@orange-net.info  

公共交通：名古屋駅新幹線口から徒歩 10 分、市営地下鉄桜通線「中村区役所」②番出口徒歩 5 分 

     市バス・名鉄バス「笈瀬通」「中村区役所東」バス停より徒歩５分 

開所日 ：毎週 月～金曜日 （祝日、夏季冬季休暇期間を除く） 

時 間 ：9：00～15：00 

定 員 ：２０名                   利用者の主たる障害状況： 精神 知的                       

 

 

 

 

活動内容 

パン、焼き菓子の調理・販売 

販売スケジュール 

中村区役所なごみんショップ…月・木（金） 

中村保健所…月   NOAH…火 

内職作業 

車部品の組み立て…毎日  

４つの部品を組み立てる簡単な内容です。ノル

マがないので自分のペースで焦らず作業できま

す。 

事業所アピール 

 

オレンジの会は 2001 年にひきこもりの若者

の支援を目的に発足しました。ISIS 名古屋は精

神障害の方を主に多くの方が利用しており、年

齢層は比較的若年層（30 歳前後）が多く、女性

が多いのが特徴です。パン・焼き菓子づくりを

メインに活動しています。職員が優しく丁寧に

作業指導するので、料理経験のない方でも楽し

く作業に入れるようサポートします。 

 



サービス種類／就労継続支援Ｂ型                 事業所名 ⑫ドルフィンくん              

法人名 ：一般社団法人アースエンジェルケアサポート 

事業所名：ドルフィンくん 

住所  ：〒453-0058 

名古屋市中村区城屋敷町 2-57-1∞アースくんのおうち∞ 

TEL  ：052-411-0778 FAX:052-412-9575 

E-mail ：house@earth-bridge.jp 

公共交通：市バス、名鉄バス「稲葉地町」北に徒歩五分 

開所日 ：月～金 

時 間 ：9：00～17：00 

定 員 ：                   利用者の主たる障害状況：精神 知的 身体                    

 

 

 

 

 

活動内容 

 

施設内の調理補助、そうじ補助、野菜作り、 

ＩＴサポート（プログラム作成、パソコン設置

設定、ＨＰ作成、ちらし作成、デザイン作成、

ショッピングサイト管理） 

事業所アピール 

 

この施設を通じ、将来的には一般企業への働く

ための場所と考えております。 

社会でいきていくための知識、能力を 

働きながら学び、学びながら働きお金をいただ

く大切さを取得し自分を高め成長しける場所で

す。その人が一番輝ける才能を発見いたします。

通勤困難の方にもやさしく２Ｆ、３Ｆは住居ス

ペースとなっております。 



サービス種類／就労継続支援Ｂ型              事業所名 ⑬どんぐりファクトリー 

法人名 ：NPO 法人どんぐりの森 

事業所名：どんぐりファクトリー 

住所  ：〒453-0801 

     名古屋市中村区太閤４丁目３－１ 善心ビル 

TEL  ：052-451-1010         FAX: 052-451-1050 

E-mail ：club.chibikko@donguri-mori.or.jp 

公共交通：各線名古屋駅から徒歩約８分 

開所日 ：月～金（祝日・年末年始を除く） 

時 間 ：10：00～1６：00 

定 員 ：10 名               利用者の主たる障害状況： 知的 発達 精神 身体                     

 

 

 

 

活動内容 

 

・ 大 手 製 菓 会 社 が 個 包 装 ま で 製 造 し た    

アメの袋詰めから梱包作業。 

・お菓子の仕分け作業（賞味期限・品種） 

・カラフルなクラフトバンドを使用しての  

かご作成。 

・施設外での簡単な清掃作業。 

事業所アピール 

 

・作業を通して毎日規則正しい生活を楽しく過

ごしています。 

・毎月１回のレクリエーション  

（お買い物・スポーツ・季節のイベントなど） 

・年２回の食事会    

・通所の送迎もご相談下さい。 

 



サービス種類／就労継続支援 B 型                   事業所名 ⑭ふぅえん 

法人名 ：特定非営利活動法人くらし応援ネットワーク 

事業所名：ふぅえん 

住所  ：〒４６３－０８１１ 

     名古屋市中村区太閤通 6 丁目 47 番地 

TEL  ：０５２-４７１-６００９  FAX: ０５２-４５８-８０１５ 

E-mail ：fu-en@live.jp 

公共交通：地下鉄東山線「中村日赤」駅２番出口より南へ徒歩１０分 

開所日 ：月～土(土曜日は不定、祝日等により変更あり) 

時 間 ：９:３０～１６:００(水曜日のみ９:３０～１４:００) 

定 員 ：２０名                   利用者の主たる障害状況： 知的 精神                  

 

      

   

  

活動内容 

 

【作業】 

菓子(シフォンケーキ・焼菓子)製造販売、クラフ

ト製品(織物・刺繍)製造販売、野菜加工(カット

等) 

 

【余暇・講座】 

ヨガ・華道・茶道・音楽活動・レクリエーショ

ン 

事業所アピール 

 

“ふぅえん”はモノ作りを通して、ソーシャル

ファーム【社会的事業所】を目指し、労働の主

体者であることを目指します。 

また、企業との提携や商品開発、地域の人々と

のネットワーク作りを展開していきます。 

  



サービス種類／就労継続支援Ｂ型                 事業所名 ⑮ベアーアップ  

法人名 ：株式会社ベアーアップ 

事業所名：ベアーアップ 

住所  ：〒453-0053 

     名古屋市中村区中村町 8 丁目 61-3 明和ビル 2Ｆ(作業所)612 号室(事務所) 

TEL  ：052-482-2080      FAX:052-482-2081 

E-mail ：6ｗｚ4ｓ2＠ｂｍａ.ｂｉｇｌｏｂｅ.ｎｅ.ｊｐ 

公共交通：市営地下鉄「中村公園」徒歩 3 分 

開所日 ：月～金 

時 間 ：9：30～15：30 

定 員 ：20 名                   利用者の主たる障害状況：  知的 精神              

 

 

 

 

活動内容 

<主な活動> 

・ゴム製品のバリ取り、検品 

・ポスティング 

 
<年間行事> 

初詣、お花見、食事会、お楽しみ会等… 

 

事業所アピール 

 

みなさん笑顔で楽しく作業いています。 

充実した毎日を過ごしたいと思います。 

 
市外の方、送迎サービス有 

市内の方送迎サービス応相談 

 

作業時間は体調に合わせて相談にのります。 

（午前のみ、午後のみなど・・・） 

 



サービス種類／就労継続支援Ｂ型            事業所名 ⑯ＢＯＷ太閤ワークセンター  

法人名 ：ＮＰＯ法人のぞみ会 

事業所名：ＢＯＷ太閤ワークセンター 

住所  ：〒453-0842 

     中村区剣町 148 

TEL  ：052-413-7006     FAX:052-413-7007 

E-mail ：nozomi1752003@yahoo.co.jp 

公共交通：地下鉄東山線 岩塚駅  西へ徒歩 10 分 

開所日 ：月～金 

時 間 ：9：30～15：30 

定 員 ：10 名                   利用者の主たる障害状況： 知的 精神              

 

 

 

 

活動内容 

 

 
 ☆花壇の造作 

☆花の販売、水やりや手入れなど 

 ☆畑での生産活動 

事業所アピール 

 

 
園芸や菜園に興味のある方には最適な環境で、

自然を感じながら働いていただけます。 

アットホームな雰囲気で楽しみながら就労して

いただけます。 

 



サービス種類／就労継続支援Ｂ型                  事業所名 ⑰ぽこあぽこ  

法人名 ：社会福祉法人 ゆめネット 

事業所名：ぽこあぽこ 

住所  ：〒453-0832 

名古屋市中村区乾出町 1-4 

TEL  ：052-482-1180     FAX:052-482-2296 

E-mail ：poco@yume-net.or.jp 

公共交通：名古屋市営地下鉄中村公園駅 

開所日 ：月～金 

時 間 ：9：30～15：30 

定 員 ：20 名                 利用者の主たる障害状況：知的 身体 精神                       

 （事業所建物外観の写真） 

 

  
（事業所内における活動等の写真）

 

 

  
 

（事業所内における活動等の写真） 

 

  
 

活動内容 

 

クッキー、パウンドケーキ、ラスクの製造・販

売を行っています。 

買い出しから製造まで全ての工程で利用者様が

関わっています。 

企業や学校などにご協力をいただき、製造した

商品を利用者様による直接販売も行っていま

す。 

 

 
 

事業所アピール 

 

利用者様がそれぞれの得意分野を活かし、買い

出しや製造、販売まで全ての工程で関わってい

ます。 

利用者様と職員が一緒になり、明るく楽しい雰

囲気で作業を行っています。 

 

（事業所内における活動等の写真） 

 

  
 





   
サービス種類／生活(自立)訓練・就労継続支援 B 型        事業所名 ①ワークショップ虹 

法人名 ：社会福祉法人 親愛の里 

事業所名：ワークショップ虹 

住所  ：〒454-0041  

名古屋市中村区本陣通 5-104 

TEL  ：052-419-3215     FAX:052-485-6112 

E-mail ：niji@shin-ai1996.org 

公共交通：地下鉄「本陣駅」１番出口より徒歩 15 分  市バス「中村公園北口」バス停より３分 

開所日 ：月～金曜日 

時 間 ：9：00～17：45(作業時間 9：30～16：00) 

定 員 ：生活(自立)訓練 10 名、就労継続支援 B 型 18 名    利用者の主たる障害状況：精神 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動内容 

☆自立訓練 

日常生活または社会生活を営むことができるよ

う食事や家事など日常生活能力の向上を図るた

めの訓練を行い、地域生活を営むことのできる

ように支援します。 

☆就労継続支援 B 型 

通所による就労や生産活動の機会を提供すると

共に、継続した就労に必要な体調管理や基本的

なマナーの習得のための支援を行います。 

事業所アピール 

『自分らしい生活を目指して』 

 地域における生活の基盤を作り、障がいとう

まく付き合いながら自分らしい生活を送ること

ができるよう作業活動やプログラムを通し社会

生活力の向上を図ります。 

「いきがい」や「つながり」「役割」をテーマに

その人らしい豊かな生活の実現を目指します。 

 

 



サービス種類／就労継続支援Ｂ型・生活介護  事業所名 ②名身連第二ワークス・第二デイサービス 

法人名 ：社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会 

事業所名：名身連第二ワークス・第二デイサービス 

住所  ：〒453-0053 

     名古屋市中村区中村町七丁目 84 番地の１ 

TEL  ：052-413-5811   FAX: 052-413-5808 

E-mail ：dai2works＠meishinren.or.jp 

公共交通：地下鉄東山線「中村公園」駅 3 番出口より北へ徒歩 10 分 

開所日 ：月～金 

時 間 ：9：00～16：30（継続Ｂ・生活介護生産活動有）9：30～15：40（生活介護生産活動無） 

定 員 ：10 名（Ｂ）４0 名（生活介護）           利用者の主たる障害状況：身体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動内容 

 

就労継続支援Ｂ型の事業所では、印刷・点字

印刷・発送作業・箱折り等の軽作業等の仕事を

行い、収入を得ています。生活介護生産活動無

の事業所では、入浴・送迎サービスを行い、ま

た創作活動やレクリエーション等の社会適応訓

練・お菓子作り等の日常生活訓練を行っていま

す。また、仕事をしつつ、創作活動等も行う生

活介護生産活動有の事業所もあります。 

事業所アピール 

 

名古屋市内において最も古い身体障害者の当事

者団体で、一人ひとりを大切に、誰もが安心し

て暮らせる社会をめざして事業を行っていま

す。3 つの事業（就労継続支援Ｂ型・生活介護

生産活動有・生活介護生産活動無）を行ってお

り、利用者一人ひとりの多様なニーズに対応で

きるようにしています。また、利用者主体・本

人の自己決定を尊重した支援を行っています。 

  



サービス種類／生活介護・就労継続支援 B 型            事業所名  ③ラ・エール 

法人名 ：社会福祉法人 ラ・エール 

事業所名：ラ・エール 

住所  ：〒453-0069 

     名古屋市中村区橋下町 2 番３8 号                    

TEL  ：052-461-0201  FAX: 052-461-0222          (ラスク君) 

E-mail ：contact@la-aile.or.jp 

公共交通：地下鉄東山線「本陣駅」より徒歩 20 分 市バス日比津公園より徒歩 3 分 

開所日 ：月～金(祝日を除く) 

時 間 ：9:00～15:50 

定 員 ：40 名                     利用者の主たる障害状況：  知的 

 

 

 

 

 

活動内容 

 

箱折り、割りばし入れ、ビンのふた閉め 

金具付け 

ラスク 

レクリエーション 

事業所アピール 

 

・利用者の方と一緒に様々な作業やレクリエー

ションを行っています。 

・B 型では、お客様の期待に応え、安くておい

しいラスクの製造を全員で心がけています。 

・利用者の方に日中を楽しく過ごしていただけ

るような雰囲気づくりと『皆さんの夢を叶え

たい』そんな思いを込めて支援を心がけてい

ます。 

 



サービス種類／生活介護                      事業所名 ④清新館 

法人名 ：社会福祉法人 清新会 

事業所名：清新館 

住所  ：〒450-0003 

     名古屋市中村区名駅南三丁目 4 番１６号 

TEL  ：052-582-3206     FAX:052-583-4683 

E-mail ： 

公共交通：地下鉄大須観音駅徒歩 10 分 または名古屋駅徒歩 20 分 

開所日 ：月～金 （祝日.12/19-1/3 除く） 

時 間 ：9：00-15：45 

定 員 ：35 名                     利用者の主たる障害状況：  知的 

  

 

 

活動内容 

 

 木工作業、箸の袋入れ、サンプル品の 

 ホッチキスとめ、線香巻き等の受託作業 

 手芸品の自主制作 

  

 バス旅行、盆おどり、節分などのレクリエー

ション活動 

 （毎月１回～2 回） 

事業所アピール 

 

 若い方から高齢の方まで幅広い年代の 

 利用者がいます。ラジオ体操や歯磨き、 

 清掃など規則正しい生活を大切にして 

います。またお花見、カラオケ、バス 

旅行、クリスマス、節分など月に１回 

季節にあわせたレクリエーションを実 

施しています。 

 

 



サービス種類／生活介護                 事業所名 ⑤生活介護事業所つばさ 

法人名 ：特定非営利活動法人つばさ福祉会 

事業所名：生活介護事業つばさ 

住所  ：〒453-0813 

名古屋市中村区二ツ橋町 4-37 

TEL  ：052-482-9733    FAX:052-482-9733 

E-mail ：cwrpg814@yahoo.co.jp 

公共交通：地下鉄桜通線「中村区役所」駅４番出口より南西へ１０分 

開所日 ：月～金 

時 間 ：8:30～16:00 （毎週木曜日は 8:30～15:00） 

定 員 ：20 名                     利用者の主たる障害状況：  知的 

  

 

 

 写真等 添付 イ は を超えな

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動内容 

 

作業：箸入れ、牛乳パックの椅子作り 

   耐震マットの袋詰め など 

活動：おやつ作り 

   創作活動 

   誕生日会 

   エアロビ 

   レクリエーション 

など 

事業所アピール 

 

利用者も支援員も明るく、にぎやかな作業所で

す。つばさではお出掛け行事がたくさんあり、

さまざまな場所で活動をおこなっています。 

また最近は、音楽活動にも力を入れてハンドベ

ルでの演奏会も実施しています。 

活動の幅を広げて利用者の楽しみを増やし、充

実した活動が送れるようにしています。 

 

 



サービス種類／生活介護                    事業所名  ⑥中村作業所 

法人名 ：ラ・エール 

事業所名：中村作業所 

住所  ：〒453-0839 

     名古屋市中村区長筬町 2-2-2 

TEL  ：052-412-8987   FAX: 052-411-2103 

E-mail ：nakamura@la-aile.or.jp 

公共交通：地下鉄東山線「中村公園」駅徒歩５分 

開所日 ：月～金 

時 間 ：９：００～１６：００ 

定 員 ：２０名                     利用者の主たる障害状況：  知的 

 

 

 
 

 

活動内容 

 

・作業 

 段ボールの組み立て、ネジの袋入れ、金具の

取り付け 

・行事 

 毎月１回のレクレーション（調理や遠足など） 

事業所アピール 

 

中村作業所は、利用者と職員が一緒に行う作業

やレクレーション活動などの日々の生活を通し

て、お互いに尊重しながら信頼し合える関係を

築いていくことを目指しています。そして利用

者一人ひとりの個性を見出し、社会の一員とし

て心豊かな生活ができるように、さまざまな制

度や資源を活用して支援します。 

 



サービス種類／生活介護             事業所名 ⑦デイセンターひょうたんカフェ 

法人名 ：特定非営利活動法人ひょうたんカフェ 

事業所名：デイセンターひょうたんカフェ 

住所  ：〒453-0056   

     中村区砂田町２－１５ 

TEL  ：０５２-４８５-４５３５  FAX:０５２-４８５-４５３６ 

E-mail ：hyoutan@hyoutan-cafe.jp 

公共交通：「中村公園」駅より徒歩３分 

開所日 ：月曜～土曜（ただし、土曜日は３回/月） 

時 間 ：９時３０分～１６時 

定 員 ：２０名                利用者の主たる障害状況： 知的 身体 精神 

 

 

 

 

活動内容 

・生産活動 

 豆腐製造、販売 

 カフェ（ドーナツ製造、接客等） 

 織り製品製造、販売等 

・創作的活動 

 さをり織り、絵画、手芸等 

・レクリエーション 

 ヨガ、日帰り旅行など 

・昼食あり 

事業所アピール 

 

ひょうたんカフェは、ものづくりの場です。 

身体に優しくて、おいしいお豆腐やドーナツ・・

色とりどりでかわいらしい織りのポーチやマフ

ラー・・・。その商品をカフェにて販売してお

ります。ご興味のある方は、カフェにてコーヒ

ーはいかがですか？ひょうたんカフェの空気を

感じていただけると思います。→カフェ営業 

月曜～土曜 午前８時３０分～１７時まで 

 



サービス種類／生活介護                    事業所名  ⑧べにしだの家 

法人名 ：あさみどりの会 

事業所名：べにしだの家 

住所  ：〒453-0843 

          名古屋市中村区鴨付町 2‐46 

TEL  ：052-413-6531  FAX: 052-413-6533 

E-mail ：asamidori@benishidanoie.or.jp 

公共交通：地下鉄東山線「岩塚」駅 2 番出口より西へ徒歩 15 分 

開所日 ：月～金、第三土曜日 

時 間 ：9:15～16:00（第三土曜日は 9:15～13:00） 

定 員 ：                        利用者の主たる障害状況：  知的 

 

 

 

 

活動内容 

 

クリーニング作業、自動車部品の組み付けや検

査作業、箱折り作業、ウォーキングやストレッ

チ、音楽活動、レクレーション（随時） 

事業所アピール 

 

べにしだの家は、社会の人々が、心身に障害

のある人との関わりを通して、福祉の心を育み、

障害のある人もそうでない人も、共に良い人生

を送れる社会を創っていくための拠点として設

置しました。そして、知的な障害のある人が、

社会の一員として人間らしく充実した人生を遅

れるよう、さまざまな制度や資源を活用して支

援します。 

 



 
サービス種類／生活介護               事業所名  ⑨ＢＯＷ中村ワークセンター  

法人名 ：ＮＰＯ法人のぞみ会 

事業所名：ＢＯＷ中村ワークセンター 

住所  ：〒453-0842 

     中村区剣町 146 

TEL  ：052-413-7006   FAX:02-413-7007 

E-mail ：nozomi1752003@yahoo.co.jp 

公共交通：地下鉄東山線 岩塚駅  西へ徒歩 10 分 

開所日 ：月～金 

時 間 ：9：30～15：30 

定 員 ：15 名                  利用者の主たる障害状況：  身体  知的                 

 

 

 

 

活動内容 

 

 

生産活動、創作活動、体育活動、音楽活動、 

余暇活動、レクリエーション活動、外出訓練な

ど。 

事業所アピール 

 

 

心身に障がいをお持ちの方が、充実した日々を

送れるように楽しみや、やりがいを感じられる

活動を取り入れ、本人様に寄り添ったプログラ

ム内容で、ＡＤＬの向上を目指すための支援に

取り組んでいます。 

 



サービス種類／生活介護                   事業所名  ⑩やまびこ福祉会 

法人名 ：社会福祉法人やまびこ福祉会 

事業所名：やまびこ共同作業所、結の家、小規模障害者活動センターやまびこ、 

第二やまびこ共同作業所、第５やまびこ 

住所  ：〒４５３－０８６６  中村区横井１－２０３（本部住所） 

TEL  ：０５２－４１３－２００１    FAX :０５２－４１３－２００２ 

E-mail ：yamabikosuzuki@yahoo.co.jp 

公共交通：八田駅（地下鉄東山線、近鉄、ＪＲ関西線） 

開所日 ：月曜日～金曜日（祝日は休所） 

時 間 ：９：３０～１６：３０ 

定 員 ：60 名（20 名×3 事業所）         利用者の主たる障害状況：知的 身体 

 （事業所建物外観の写真） 

 

 写真等の添付ファイルは、１ＭＢを超えない

ように、圧縮等を行ってから送付して下さい。 

（事業所内における活動等の写真） 

 

 人物写真は本人了承を得た上で、できるだけ

後ろ姿等誰か特定できないものでお願いしま

す。 

 写真の代わりにイラストを挿入されても結構

ですが、版権のあるものでお願いします。 

 写真等の添付ファイルは、１ＭＢを超えない

ように、圧縮等を行ってから送付して下さい。 

（事業所内における活動等の写真） 

 

 人物写真は本人了承を得た上で、できるだけ

後ろ姿等誰か特定できないものでお願いしま

す。 

 写真の代わりにイラストを挿入されても結構

ですが、版権のあるものでお願いします。 

 写真等の添付ファイルは、１ＭＢを超えない

ように、圧縮等を行ってから送付して下さい。 

活動内容 

 

生産活動：野菜の生産販売、クッキー製造販売、 

     リサイクル事業（古紙・金属） 

     ホームページ管理、名刺、広報誌作 

     成など 

     軽作業（内職・下請け） 

行事：文化的活動（音楽、芸術、料理） 

   季節ごとの催事（花見、クリスマス会等） 

   旅行、遠足、成人式、バザーなど 

 
事業所アピール 

 

・重い障害を持つ利用者たちの労働、社会参加

を実現します。 

・5 か所の現場があり、それぞれ、少人数のグ

ループを編成し、支援者体制を厚くして安全、

安心を担保しています。 

・利用者とその家族、職員が一緒に実践を作る

事ができ、ケアの質を高めることを追及して

います。 

（事業所内における活動等の写真） 

 

 人物写真は本人了承を得た上で、できるだけ

後ろ姿等誰か特定できないものでお願いしま

す。 

 写真の代わりにイラストを挿入されても結構

ですが、版権のあるものでお願いします。 

 写真等の添付ファイルは、１ＭＢを超えない

ように、圧縮等を行ってから送付して下さい。 



サービス種類／デイサービス型地域活動支援事業  事業所名 ⑪地域活動支援センターアウル 

法人名 ：社会福祉法人ラ・エール 

事業所名：地域活動支援センターアウル 

住所  ：〒453-0069 

     中村区橋下町 2-37 

TEL  ：052-482-8609  FAX: 052-482-8609 

E-mail ：owl@la-aile.or.jp 

公共交通：名古屋市営バス（中村巡回） バス停日比津公園または、日比津公園北下車 徒歩５分 

営業日 ：土日祝日（年末年始を除く） 

時 間 ：9：30～15：50                 利用者の主たる障害状況：  知的 

 

 

 

 

 

 

 

事業所アピール 

 

・休日を、メンバー同士楽しく過ごしています。 

・もちつき大会、ＢＢＱ大会なども開催してい

ます。 

 

活動内容 

 

・音楽、ダンスを楽しむ 

・創作活動を楽しむ 

・調理（昼食・おやつ）を楽しむ 
 

 

mailto:owl@la-aile.or.jp


サービス種類／作業所型地域活動支援事業         事業所名 ⑫交流広場ライフアート 

法人名 ：特定非営利活動法人オレンジの会 

事業所名：交流広場ライフアート 

住所  ：〒453-0015 

名古屋市中村区椿町 19 番地 7 チサンマンション椿町 304 号 

TEL  ：052-459-5116   FAX:同左 

E-mail ：nagoya@orange-net.info 

公共交通：名古屋駅（地下鉄、名鉄、近鉄、ＪＲ）より徒歩５～10 分 

開所日 ：祝日除く月火木金 （夏期・冬期休暇あり、その他災害時休所あり） 

時 間 ：9：00～16：00 

定 員 ：19 名                   利用者の主たる障害状況： 精神 知的 

  

 

 
 

活動内容 

【内職】 

自動車部品等の簡単な組み立て作業です。座っ

て作業できるので疲れません。 

【レクリエーション】 

月２回程度、映画や食事会やカラオケに行きま

す。費用無料（交通費のみ）参加は自由です。 

【各種教室】 

月 1 回カラーセラピー講座、その他希望に応じ

て教室を開催します（例：ＰＣ教室等） 

事業所アピール 

交流広場ライフアートは平成 15 年に開所し、

今年で 12 年目を迎えます。ひきこもり傾向が

あり、通院している方の利用が主です。利用者

は男性９：女性１で、年齢は 10 代～50 代の

方が参加しています。午前中に作業を行い、午

後はのんびりとフリースペースとして活動して

います。生活リズムを整えたい、同じ悩みを持

った人と話したい、出かけられる場所が欲しい

という方が利用しています。 

 



サービス種類／精神障害者地域活動支援事業         事業所名  ⑬親愛の里そよかぜ 

法人名 ：社会福祉法人親愛の里 

事業所名：親愛の里そよかぜ 

住所  ：〒453-0834 

     中村区豊国通 3-10 

TEL  ：052-462-9300     FAX: 052-462-1399 

E-mail ：soyokaze@shin-ai1996.org 

公共交通：地下鉄東山線「中村公園駅」6 番出口より徒歩８分 

営業日 ：火曜日～日曜日（祝日、第 4・第 5 日曜日は除く） 

時 間 ：火曜日～金曜日 9：30～18：30 

     第 3 水曜日、土・日曜日は 9：30～16：00    利用者の主たる障害状況： 精神 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動内容 

○スポーツ、創作活動（書道、絵画、クラフト

他）等のプログラム活動の実施。 

○昼食、夕食の食事サービスの提供。（土日は昼

食のみ） 

○自助グループなど当事者活動の支援。 

 

いつでも行きたい時にふらっと立ち寄れる、そ

んな気軽で安心できる居場所を目指していま

す！ 

 

○プログラムは室内で行なうものや、外出企画

など様々なプログラムを実施しています。 

○バレーボールも盛んに取り組んでおり、メン

バーも少しずつ増え、普段とはまた違った一面

も見ることができ、活気が溢れています。 

○そよかぜで行っている様々なプログラムは、

地域へ開放し、地域の方も参加して貰えるよう

にしています。 

○食事サービスは、一食 350 円！出来立ての

温かいご飯が毎日食べられます。手作りでおい

しく、ボリューム満点です。メニューは栄養士

が考えており、季節に合わせた料理も提供して

います。写真は「ごぼうハンバーグ」です。 

 



サービス種類／放課後等デイサービス              事業所名  ⑭どんぐりクラブ  

法人名 ： NPO 法人どんぐりの森 

事業所名： どんぐりクラブ 

住所  ： 〒453-0801 

      名古屋市中村区太閤４丁目３－１ 善心ビル３階 

TEL  ： 052-451-1010         FAX: 052-451-1050 

E-mail ： club.chibikko@donguri-mori.or.jp 

公共交通： 各線名古屋駅から徒歩約８分 

開所日 ： 月～土（祝日・年末年始を除く） 

時 間 ： 10：00～18：00 

定 員 ： 10 名                  利用者の主たる障害状況： 知的 発達 

 

 

 

 

活動内容 

 

平日は学校が終わった後、クッキング・スポ

ーツ・音楽・レクリエーションなどいろいろな

活動を行い、土曜日はお出掛けや季節のイベン

トなどを行っています。自由遊びの時間もある

ので、ブロックやゲームなどそれぞれ自分の好

きなことをして過ごしています。 

事業所アピール 

 

お花見・七夕・プール・夏祭り・アニバーサリ

ー・ハロウィーン・クリスマス会・餅つきなど

季節のイベントがたくさんあります。 

 



サービス種類／児童発達支援、放課後等デイサービス   事業所名 ⑮デイサービスセンター ベル 

法人名 ： NPO 法人ベルフェア 

事業所名： デイサービスセンター ベル 

住所  ： 〒453-0012 

      名古屋市中村区井深町 4 番 55 号 

TEL  ： 052-454-0666        FAX: 052-454-0668 

E-mail ： rinrin-beru@alto.ocn.ne.jp 

公共交通： 地下鉄亀島駅 1 番出口から徒歩 7 分 

開所日 ： 月～土曜日（年末・年始を除く） 

時 間 ： 月～金曜日 14～18 時／学校休業日 10～16 時 

定 員 ： 10 名                  利用者の主たる障害状況： 知的 発達 

 

 

（事業所内における活動等の写真） 

 

 人物写真は本人了承を得た上で、できるだけ

後ろ姿等誰か特定できないものでお願いしま

す。 

 写真の代わりにイラストを挿入されても結構

ですが、版権のあるものでお願いします。 

 写真等の添付ファイルは、１ＭＢを超えない

ように、圧縮等を行ってから送付して下さい。 

 

活動内容 

  

特別支援学級や特別支援学校の放課後や、学校

休業日に利用していただく施設です。音楽や絵

画など芸術療法。 

誕生会、季節の行事をてづくりのお菓子などで

楽しんだりしています。土曜日、長期休暇は、

公共の交通機関でお出かけしたり、公園で体を

動かす活動も行います。 

事業所アピール 

 

音楽療法や絵画など芸術治療を試みています。

色彩、音に触れることで心が安定し、個々の成

長につながります。 

 家庭のような自然な雰囲気のなか調理やお手

伝いをしながら社会性も身に付けています。ま

た、知育玩具も利用して楽しく遊ぶなかで集中

力、コミュニケーション能力も育ちます。 
 

 

 



サービス種類／放課後等デイサービス           事業所名   ⑯デイサービスりんりん  

法人名 ： 特定非営利活動法人ベルフェア 

事業所名： デイサービスりんりん 

住所  ： 〒453-0053 

      名古屋市中村区中村町 9 丁目 66 番地 

TEL  ： 052-485-4354      FAX: 052-414-7021 

E-mail ： qqae3yt9k@ivy.ocn.ne.jp 

公共交通： 地下鉄東山線「中村公園」駅より徒歩約 1 分 

開所日 ： 月～土（年末年始を除く） 

時 間 ： 平日 14：00～18：00 / 土・祝日 10：00～16：00 

定 員 ： 10 名                  利用者の主たる障害状況： 知的 発達 

 

 

 

 

 

 

 

活動内容 

 

 平日は学校が終わった後に、おやつ作り・公

園等へのお出かけ・音楽遊び・各教材を使った

勉強等の指導を行い、土曜・祝日はお出掛け・

工場見学・給食作り・クラフト等の工作活動を

行っています。 

 

事業所アピール 

 

春休み等の長期休暇には、みんなでお弁当を持

ちお出掛けをしたり、夏休みにはお泊りキャン

プにも出かけます。 

また、ほぼ毎日みんなで近所のプールに出掛け、

目一杯泳ぐ練習もしています。 

ハロウィンパーティーやクリスマス会、餅つき 

などみんなで楽しめる行事も多く企画していま

す。 

 





    
サービス種類／共同生活援助                    事業所名  ①いーえん 

法人名 ：特定非営利活動法人 くらし応援ネットワーク 

事業所名：いーえん 

住所  ：〒453-0063 

     名古屋市中村区東宿町 2 丁目 151 第 2 富士コーポ 201 

TEL  ：052-411-1717          FAX: 同左 

E-mail ：een@live.jp 

公共交通：名古屋市営地下鉄東山線中村公園駅③出口徒歩 11 分 

開所日 ：365 日 

時 間 ：１７：００～９：００            利用者の主たる障害状況： 知的 精神 

定 員 ：20 名           利用者の主たる障害状況： 知的障害 ・ 精神障害                       

 

 

 

活動内容 

（生活援助） 

食事・入浴・排泄 健康管理 生活全般の援助 

を行い、心身の状況を把握し適切な相談・助言 

援助を行っています。（介護サービス包括型） 

（主な活動） 

地域行事への参加促進 

地域商店へ単独買い物等を支援し自主性を 

育てています。 

 

事業所アピール 

 

共同生活援助事業所いーえんでは安心・安全な 

生活・自立・就職につながる支援を行っており 

入居者（利用者）に自立心と支えあいの心を育

てながら、お互いに励ましあって自活力を養う

事が出来る環境が整っています。保護者の皆様

から「親なき後、子供の生活に何も心配ない。

後はお願いします。」と言って頂けるように 

ご支援させて頂きます。 

  
年間行事 

初詣・花見・日帰り旅行・一泊旅行 

クリスマス会・成人式・誕生日会 

各月行事 その他 特別行事 

 

ホームの利用者の中には、 

利用者同士で、映画・銭湯・スポーツジムや 

ショッピング等に出掛けて休日を楽しく過ごし

て見えます。 

 

 

 

 



サービス種類／共同生活援助                     事業所名  ②かれん 

法人名 ：特定非営利活動法人  くらし応援ネットワ－ク 

事業所名：かれん 

住所  ：〒453-0065     

     名古屋市中村区靖国町 1 丁目 121 エクセル寿 201 号 

TEL  ：052-413-2829          FAX: 同左 

E-mail ：chkaren＠live.jp 

公共交通：地下鉄 東山線『中村公園』駅 ３番出口より徒歩 5 分 

開所日 ：365 日 

時 間 ：17：00～9：00  

定 員 ：２０名                   利用者の主たる障害状況： 知的 精神                         

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間行事 

初詣・花見・日帰り旅行・一泊旅行  

クリスマス会・成人式・誕生日会  

各月行事 その他 特別行事 

 

事業所ホームは４箇所あります。 

ホームの中には、地域でのマラソンや 

バレーボール参加をしている入居者様も 

見えます。 

事業所アピール 

 

共同生活援助事業所かれんでは安心・安全な生

活、自立、就職につながる支援を行っており、

入居者（利用者）に自立心と支えあいの心を育

てながら、お互いに励ましあって自活力を養う

事が出来る環境が整っています。保護者の皆さ

まから「親なき後、子供の生活に何も心配ない。

後はお願いします。」と言って頂けるよう、ご

支援させて頂きます。（介護サービス包括型） 

活動内容 

 

（生活援助） 

食事・入浴・排泄・健康管理 生活全般の援助

を行い心身の状況を把握し、適切な相談・助言 

援助を行っています。 

（主な活動） 

地域行事への参加促進 

地域商店への単独買い物等を支援し自主性を 

育てています。 

 



サービス種類／共同生活援助                 事業所名  ③ケアホームそら  

法人名 ：特定非営利活動法人 つばさ福祉会 

事業所名：ケアホームそら “そら” 

住所  ：〒453-0058 

     名古屋市中村区城屋敷町 4-13-3 

TEL  ：052-412-2524   FAX: 同左 

E-mail ：cwrpg814@yahoo.co.jp 

公共交通：市バス バス停「稲葉地町」徒歩 5 分 

開所日 ：月～金 

時 間 ：16：00～9：00 

定 員 ：4 名                      利用者の主たる障害状況：  知的 

 

 

活動内容 
《生活援助》 
食事・入浴・トイレなどの生活全般の援助を行いな
がら入居者の方と共に過ごす施設です。 
《主な活動》 
日中事業所から帰宅した後は買い物やレンタル、 
ショッピングモールに出掛ける企画も行っていま
す。 
《年間行事》 
花見、温泉、電車見学 
蛍観賞、花火大会 
ハロウィン、クリスマス会 
など各月毎の行事 
その他、特別行事 

 

 

  

事業所アピール 

 

入居者の方と世話人が近い存在で、アットホー

ムなグループホームです。 

入居者さんの年齢も比較的若く、活気のあるホ

ームです。 

行事ではボランティアさんも積極的に受け入れ 

楽しく活動しています。 

 



サービス種類／共同生活援助                 事業所名  ④ケアホームにじ  

法人名 ：特定非営利活動法人 つばさ福祉会 

事業所名：ケアホームそら “にじ” 

住所  ：〒453-00６６ 

     名古屋市中村区稲上町２-６3 

TEL  ：052-41１-７０３９   FAX: 同左 

公共交通：  

開所日 ：月～金 

時 間 ：16：00～9：00 

定 員 ：７名                      利用者の主たる障害状況：  知的 

 活動内容 
《生活の援助》 
食事援助・入浴援助・トイレ援助などの日常生活の
援助。 
ホームには常に職員がいて利用者の生活に寄り添っ
ています。 
《趣味に対しての援助》 
ショッピングやレンタル店、マッサージ店、温水
プール等 
利用者のニーズに合わせ出かけます。 
《年間行事》 
花見、温泉、電車見学 
蛍観賞、花火大会 
ハロウィン、クリスマス会 
など各月毎の行事 
その他、特別行事 

事業所アピール 

 

開所 2 年目の新しいホームです。 

開放的な広いリビングにはいつも笑顔と笑い声

が絶えません。入居されている利用者の方と職

員との距離がとても近いホームです。 

利用者の喜びを追及していく目的で季節行事、 

月行事を多く企画しています。 

 

 

   



サービス種類／共同生活援助                事業所名  ⑤セブンデイズなごや  

法人名 ：特定非営利活動法人セブンデイズ 

事業所名：セブンデイズなごや 

住所  ：〒452-0961 

     名古屋市中村区名駅南五丁目９番３号 第１５和興ビル２F 

TEL  ：052-332-1130   FAX: 同左 

E-mail ：kf@seven-days.co.jp 

ホームページ ：http://www.7days-gh.com/ 

公共交通：市バス バス停「六反公園」徒歩 5 分 

開所日 ：年中無休 

時 間 ：16：00～9：00 

定 員 ：１１名                 利用者の主たる障害状況： 知的 精神 身体 

 

 

活動内容 
《生活援助》 
利用者の方々の親御さんに変わりに支援員、世話人
が、生活全般の援助を行いながら自立を支援するクル
ープホームになります。 
 
《主な活動》 
日中活動の無い土曜日、日曜日は、定期的にレクリエ
ーションで動物園、水族館などに出かけたり、外食に
出かけたりします。 
 
《年間行事》 
お正月の餅つき、春の花見、夏の花火、クリスマス、
誕生日会等 

 

 

  

事業所アピール 
当法人で運営する他のグループホーム、提携する施

設が８施設ほどあり、その方に会った施設に適時に

移ることも容易にできる。また、日中活動の事業所

も関連会社で運営しており、グループホームからの

送迎も充実している。特に清須市のセブンデイズフ

ァーム（就労継続支援事業所）では、野菜のハウス

栽培等、六次産業化に向けた農業に取り組んでおり、

利用者の方も大地で太陽に当たりのびのびと農業を

行う事で、健康な体つくりに繋がっている。 

mailto:kf@seven-days.co.jp


サービス種類／共同生活援助                     事業所名  ⑥ビブレ 

法人名 ：社会福祉法人ラ・エール 

事業所名：ビブレ 

住所  ：〒453-0038 

     名古屋市中村区猪之越町３丁目１―１７ 

TEL  ：052-481-6722        FAX：同左 

E-mail ：vivre@la-aile.or.jp 

公共交通：地下鉄東山線「本陣」徒歩 10 分 または、市バス中村巡回「新富町」徒歩 2 分 

開所日 ：月曜～金曜 

時 間 ：１６：００～翌日９：００ 

定 員 ：１２名                      利用者の主たる障害状況： 知的 

 
 

 
ケンユウハウスⅠ   

 

 
ケンユウハウスⅡ 

 

 

 

社会福祉法人ラ・エール 

中村高校 

ガスト 

メッツトヨタ 

ミニストップ 

日比津公園 

ケンユウハウスⅠ 

ケンユウハウスⅡ 

Ｋ 

地下鉄本陣

 

外堀通

 

市バス中村巡回 新富町バス停 

豊公橋 

活動内容 

《生活援助》 

食事・入浴・トイレなどの生活全般の援助を

受けながら、生活するための施設です。 

《主な活動》 

希望による外食、地域との交流を深めるため

の清掃等を行っています。 

《年間行事》 

 外食、季節行事 

事業所アピール 

 

個人のプライベート時間と空間を大切にし、

一人ひとりの生活の基盤となる“我が部屋”を

目指しています。 

ご本人の希望の実現と、心身ともに健康に生

活を送れるように、保護者の方との連絡、他サ

ービス事業所との連携、医療機関の調整や受診

を行っています。 

 



サービス種類／共同生活援助              事業所名 ⑦べにしだ共同生活事業所 

法人名 ：社会福祉法人 あさみどりの会 

事業所名：べにしだ共同生活事業所 

住所  ：〒４５３－０８４１ 

     名古屋市中村区稲葉地町８丁目７３番地 

TEL  ：０５２－４１１－７１６０    FAX:０５２－４１１－７１６０ 

E-mail ：beni-home@benishidanoie.or.jp 

開所日 ：365 日 

時 間 ：16：00 〜 ９：３０ 

定 員 ：7 名                      利用者の主たる障害状況： 知的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動内容 

＜生活支援＞ 

食事、入浴、掃除などの日々の支援、コミニケー

ション支援、金銭管理などを行う。 

＜余暇支援＞ 

ホーム合同レクレーション、ヘルパー利用のサポ

―ト 

＜健康管理＞ 服薬管理、通院支援 

事業所アピール 

 

介護対応型ホームで重複障害を持っている方、

高齢の方が住んでいらっしゃいます。利用者の

方が安心して暮していただくように、バリアフ

リー化、住みやすい構造をとっています。 

ひとりひとりのペースで過ごしてもらうよう複

数の職員体制で支援させていただいています。 

 

 

べにしだ共同生活事業所は、いなばじホームの他に中村区でながおさホーム（長筬町 定員 7

名）、こがもホーム（小鴨町 定員 5 名）、ゆうゆう（小鴨町 定員 4 名 ）、あらわいの家

（荒輪井町 定員 7 名）を、千種区であらくさの家（定員６名）、神田ホーム（定員６名）を

運営していて、現在３９名の方が暮らしています。 

個別支援計画に基づき一人一人の生活を組立て、寄り添いながら支援を行っています。また地

域のヘルパー事業所さんとも連携し、余暇支援・生活のお手伝いをしてもらいながら地域に根

差した生活が送れるように支援させてもらっています。 



サービス種類／共同生活援助                   事業所名  ⑧ぽるとわーる 

法人名 ：社会福祉法人 ゆめネット 

事業所名：ぽるとわーる 

住所  ：〒453-0835 

          名古屋市中村区上石川町１丁目２番地 

TEL  ：052-414-7522      FAX:052-414-7522 

E-mail ：porto@yume-net..or.jp 

公共交通：地下鉄「中村公園駅]」 南方向に徒歩７分 

開所日 ：月～金曜日・土日（不定期で開所） 

時 間 ：16:30～9:00 

定 員 ：６名                       利用者の主たる障害状況： 知的 

 

 

 

 

 

活動内容 

 

食事・入浴・排泄等の日常生活で必要な事柄に

対する援助を行いながら、笑顔をモットーに楽

しく生活をしています。季節にちなんだイベン

トや個々に合った遊び心を少しずつ取り入れ、

笑顔あふれる生活を送られています。 

事業所アピール 

 

ご自宅・日中・余暇活動としっかりと連携を

図り、安全でかつ本人さんの楽しみの多い生活

を過ごして頂けるように努めています。また、

個性や個人の尊重を大切にして、それぞれのペ

ースに合わせた生活を送って頂けるように心が

けています。 

 



サービス種類／施設入所支援、短期入所              事業所名  ⑨べにしだの家 

法人名 ：あさみどりの会 

事業所名：べにしだの家 

住所  ：〒453-0843 

     名古屋市中村区鴨付町 2‐46 

TEL  ：052-413-6531   FAX: 052-413-6533 

E-mail ：asamidori@benishidanoie.or.jp 

公共交通：地下鉄東山線「岩塚」駅 2 番出口より西へ徒歩 15 分 

開所日 ：365 日 

時 間 ：16：00～翌 9：15（土日は終日、ただし第 3 土曜日は 13：00～） 

定 員 ：30 名（短期入所は 4 名＋空床型）         利用者の主たる障害状況： 知的 

 

 

 

 

活動内容 

 

衣食住の提供、健康管理、身辺介助など、生活

全般の支援を行います。 

また食事の配膳、洗濯干しやたたみ、食器洗い

等のお手伝いを主体的に取り組むようにしてい

ます。 

事業所アピール 

 

できるだけ若年齢から一定期間入所して、どの

人も将来地域で暮らすことを目的とし、個々人

の障害の状況や能力に応じた自立支援を行い、

生活する力をつけていきます。 
 

 



サービス種類／医療型短期入所（宿泊を伴わない）    事業所名 ： ⑩医療型ナース・ディ 

法人名 ：ゆうゆう診療所 

事業所名：医療型ナース・ディ 

住所  ：〒453-0027 

     名古屋市中村区大門町 19 番地 

TEL  ：052-481-7771    FAX: 052-481-7773 

E-mail ：uraraka@cronos.ocn.ne.jp 

公共交通：地下鉄 「中村日赤」 徒歩 6 分 

開所日 ：月～木 

時 間 ：9 時～17 時 

定 員 ：4 名           利用者の主たる障害状況 ： 療養介護・重症心身障害者（児）               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

簡易浴槽とシャワー 

事業所アピール 

 

*看護師が入院中のように長い時間利用される

方と接します。 

 

*ご家族がフリーの時間を確保する利点もあり

ますが、何よりもご本人が外出の機会を持つこ

とで様々の良い効果を期待できます。 

 

シャワー室とトイレ 

  

活動内容 

 

「医療型短期入所（宿泊を伴わない）」とは、診

療所が行うディ・ケアです。 

 

*気管切開・人工呼吸器・経管栄養（胃ろう）な

どの医療処置が必要な方をお受けします。痰吸

引の時はもちろん、食事や水分補給の時もご家

族の付添は不要です。 

 

 
 





 
サービス種類／居宅介護・重度訪問介護・移動支援 事業所名①アイアイサービス中村公園ケアセンター 

法人名 ：有限会社 アイアイサービス 

事業所名：アイアイサービス中村公園ケアセンター 

住所  ：〒453-0864 

     名古屋市中村区横前町１００番地 

TEL  ：052-419-2111   FAX:052-419-2122 

E-mail ：aiai-nakamura@jasmine.ocn.ne.jp 

公共交通：市バス 中村住宅前 下車徒歩３分 

営業日 ：月曜～金曜日 

時 間 ：９：00～18：00        利用者の主たる障害状況：身体 知的 精神 障害児                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス種類／居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・移動支援  事業所名②介護ステーションれもん  

法人名 ：特定非営利活動法人ベルフェア 

事業所名：介護ステーションれもん 

住所  ：〒453-0053 

名古屋市中村区中村町 8-41 

TEL  ：052-485-4353    FAX:052-485-4363 

E-mail ：remon-chan@canvas.ocn.ne.jp 

公共交通：地下鉄東山線『中村公園』駅より北へ徒歩 5 分 

営業日 ：月曜日～金曜日（但し年末年始を除く） 

時 間 ：9：00～17：00     利用者の主たる障害状況：身体 知的 精神 障害児 難病等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所アピール 

 

ちょっと手伝ってもらうことで、個人の持って

い る 生 活 能 力 を 引 出 し て 、 ヘ ル パ ー が    

ま ご こ ろ 込 め て お 手 伝 い し ま す 。          

障 害 を そ の 方 の 個 性 と 捉 え て 職 員 一 同     

日々の生活の中、笑ったり・泣いたり・怒った

り・と場面場面を大切にして寄り添ったサービ

スを心がけています。 

活動内容 

 

在宅にて、入浴・掃除・買い物・調理等の支援   

身 体 介 護 ・ 家 事 援 助 ・ 通 院 等 介 助 等      

住み慣れた地域・在宅にてその人らしさを発揮

できるよう、ヘルパーと共に行い 自立できる

よう支援していきます。 

  

事業所アピール  

2010 年 1 月、中村区・本陣で産声を上げた

「介護ステーションれもん」は今年で 6 年目を

迎えることになりました。現在では中村公園駅

近くに事務所を構え、活動拠点である中村区を

中心に、近隣地域のご利用者さまへのお宅にヘ

ルパーを派遣しています。訪問介護、移動支援、

余暇活動等を通して、住み慣れた地域で自立し

て暮らしていきたい、というご利用者さまのお

手伝いをしています。 

活動内容  

私たち「介護ステーションれもん」は知的障害、

精神障害、身体障害、難病のご利用者さまへの

移動支援、居宅家事援助、居宅身体介護、重度

訪問介護、行動援護、同行援護等、訪問介護サ

ービスを提供しています。また法人全体では放

課後等デイサービス事業として、未就学児～小

学生を対象とした「デイサービスセンターベル」

と中高生を対象とした「デイサービスりんりん」

を運営しています。 



 
サービス種類／居宅介護・同行援護・重度訪問介護            事業所名③風 の 森 

法人名 ：株式会社名長 

事業所名：風の森 

住所  ：〒453-0808 

     名古屋市中村区郷前町 3-29 

TEL  ：052-452-9411 FAX:052-452-9441 

E-mail ：kazenomori@kaze-no-mori.jp 

公共交通：地下鉄桜通線 中村区役所 南へ徒歩１０分 

営業日 ：月曜日～金曜日 

時 間 ：９:00～１８:００                利用者の主たる障害状況：身体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス種類／居宅介護・重度訪問介護・行動援護・移動支援 事業所名④居宅介護事業所でこぼこ 
法人名 ：一般社団法人 草の根ささえあいプロジェクト 

事業所名：居宅介護事業所 でこぼこ 

住所  ：〒453-0041 

  名古屋市中村区本陣通 5 丁目 6-１ 

TEL  ：052-462-1281   FAX：052-462-1281 

E-mail ：kp.decoboko@gmail.com 

公共交通：地下鉄東山線 本陣駅 西へ徒歩８分 

営業日 ：月曜日～金曜日 

時 間 ：9：00～17：00      利用者の主たる障害状況：身体 知的 精神 難病 障害児 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所アピール 

 

・ご自宅での掃除、洗濯、買い物、入浴などの

お手伝いを行います。 

・ヘルパーが全てを行うのではなく、共にでき

ることはご本人とヘルパーが一緒に行います。 

 

・すべての人が生きることってすてきだなと感

じられるために・・・。活動を通してともに学

び、育ちあえることを願ってます。 

活動内容 

 

・障害のある方への介助全般 

・居宅身体介護、家事援助、重度訪問介護、 

同行援護、行動援護 

・移動支援 

事業所アピール 

 

お気軽にご相談下さい。 

活動内容 

 

・居宅身体介護・家事援助 

・重度訪問介護 

・同行援護 



 
サービス種類／居宅介護・重度訪問介護・行動援護・移動支援 事業所名⑤居宅介護事業所わっしょい 

法人名 ：社会福祉法人やまびこ福祉会 

事業所名：居宅介護事業所 わっしょい 

住所  ：〒453-0866 

     名古屋市中村区横井 1-203 

TEL  ：052-413-2001  FAX: 052-413-2002 

E-mail ：yamabikosuzuki@yahoo.co.jp 

公共交通：地下鉄東山線、近鉄、ＪＲ八田総合  西へ徒歩２０分 

営業日 ：月曜日～金曜日 

時 間 ：9：00～17：00               利用者の主たる障害状況：身体  知的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス種類／居宅介護・重度訪問介護・行動援護・移動支援  事業所名⑥中村区介護保険事業所 

法人名 ：社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 

事業所名：中村区介護保険事業所 

住所  ：〒453-0024 

     名古屋市中村区名楽町 4-7-18 

TEL  ：052-486-2134    FAX:052-483-3410 

E-mail ： 

公共交通：地下鉄 東山線 中村日赤徒歩 5 分 名古屋市中村区保健所 1 階 

営業日 ：年中無休 

時 間 ：8：00～20：00                  利用者の主たる障害状況：身体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所アピール 

 

中村区介護保険事業所では、お客様が気持ちよ

くサービスをご利用いただけるように、いつも

心掛けております。 

いつでもお気軽にご相談ください。 

活動内容 

 

・居宅介護：身体介護 家事援助 

通院介助（身体を伴う） 

通院介助（身体を伴わない） 

 

・重度訪問介護・同行援護 

 

・移動支援 （名古屋市地域生活支援事業） 

事業所アピール 

 

○余暇外出では、映画やスポーツ観戦、買い物 

などを楽しみます。 

○自宅へのヘルパー派遣では、入浴、掃除、洗

濯 

などを行います。 

＊目指そう！生活の質向上！楽しくて、安心な

生活！ 

活動内容 

 

・知的障害、身体障害を持つ利用者への介助全

般。 

・移動支援、居宅身体介護、家事援助 

重度訪問介護、行動援護。 

mailto:yamabikosuzuki@yahoo.co.jp


 
サービス種類／居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援 事業所名⑦福祉の幸 鳥居訪問介護事業所 

法人名 ：株式会社 福祉の幸 

事業所名：福祉の幸 鳥居訪問介護事業所 

住所  ：〒453-0044 

     名古屋市中村区鳥居通４丁目 46-11 

TEL  ：052-461-5599   FAX: 052-461-5603 

E-mail ：fukushinosachi@k6.dion.ne.jp 

公共交通：地下鉄東山線「中村日赤」駅 徒歩１分 

営業日 ：月曜日～金曜日 

時 間 ：８:３０～１７:３０    利用者の主たる障害状況：身体 知的 精神 難病 障害児 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス種類／居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援  事業所名⑧ヘルパーサービス金澤 

法人名 ：有限会社ヘルパーサービス金澤 

事業所名：ヘルパーサービス金澤 

住所  ：〒453-0855 

     名古屋市中村区烏森町 4-71 マンションブリッジ 88 1Ｂ 

TEL  ：052-471-1635    FAX：052-471-1645 

E-mail ： 

公共交通：地下鉄東山線「岩塚」駅４番出口より徒歩５分 

営業日 ：月曜日から金曜日 

時 間 ：9:00～18:00                利用者の主たる障害状況：身体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所アピール 

 

・２０～２５名のヘルパーが在籍。 

・サービス提供と電話連絡は６：００～２２：

００、年中無休（年末年始は除く。） 

・安価な自費サービスもあります。 

・介護保険事業所併設。 

・ホームページはこちら↓ 

http://www.fukushinosachi.com/ 

活動内容 

 

・居宅介護（身体介護、家事援助、通院等介助） 

・重度訪問介護 

・同行援護 

※主たる対象者の特定なし。…身体障害者、知

的障害者、精神障害者、難病等対象者、障害児 

 

・移動支援 

事業所アピール 

 

やさしいヘルパーさんが在籍しています。 

 

 

活動内容 

 

障害を持つ利用者への介助全般 

・居宅介護 

・重度訪問介護   

・同行援護  

・移動支援 

  

  

 

 



 
サービス種類／居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援 事業所名⑨ヘルパーステーション・カイ 

法人名 ：株式会社ヘルパースクール・カイ 

事業所名：ヘルパーステーション・カイ 

住所  ：〒453-0844 

     名古屋市中村区小鴨町１０６番地 やすらぎこがも館 

TEL  ：052-419-0211  FAX:052-413-3347 

E-mail ：school@hs-kai.com 

公共交通：市バス バス停「岩塚本通五丁目」徒歩４分 

営業日 ：月～日（8 月１５日、12 月 31 日～1 月 3 日を除く） 

営業時間：午前9時～午後5時 サービス提供時間：24時間             利用者の主たる障害状況：身体 精神 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス種類／居宅介護・重度訪問介護・行動援護・移動支援 事業所名⑩ヘルパーステーションのぞみ 

法人名 ：有限会社のぞみ 

事業所名：ヘルパーステーションのぞみ 

住所  ：〒453-0842 

     名古屋市中村区剣町 147 

TEL  ：052-413-3339  FAX:052-413-3379 

E-mail ：nozomi1752003@yahoo.co.jp 

公共交通：地下鉄東山線 岩塚駅  西へ徒歩 10 分 

営業日 ：月～日 

時 間 ：9：00～18：00               利用者の主たる障害状況：身体 知的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所アピール 

 

・外出では、カラオケ、買い物を楽しんだり、通

院も行います。 

・自宅へのヘルパー派遣では、入浴、掃除、洗濯 

などを行います。 

活動内容 

 

・身体か精神の障がいを持つ利用者への介助全

般。（居宅身体介護、家事援助、重度訪問介護、

同行援護、移動支援） 

事業所アピール 

 

☆お出かけでは映画、買い物、動物園にプール

と、色々な場所へ出かけ、楽しんでいただけ

る内容作りに努めています。 

 

☆ご自宅での支援は入浴や掃除、洗濯などです。 

活動内容 

 

知的障害及び、身体障害を持つ利用者様への 

介助全般を行っています。 

 

支援内容は移動支援、行動援護、重度訪問介 

護、家事援助、居宅身体介護です。 



 
サービス種類／居宅介護・重度訪問介護        事業所名⑪訪問介護事業所けあびーんず 

法人名 ：株式会社 Beans 

事業所名：訪問介護事業所 けあびーんず 

住所  ：〒453-0032 

     名古屋市中村区塩池町２－２－７ 

TEL  ：052-413-5117  FAX: 052-413-5127 

E-mail ：kachikachi@crocus.ocn.ne.jp 

公共交通：地下鉄東山線、本陣駅北へ徒歩２０分 

営業日 ：月曜日～金曜日 

時 間 ：9：00～17：00               利用者の主たる障害状況：身体 知的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス種類／居宅介護・重度訪問介護・移動支援   事業所名⑫訪問介護ステーション トマト    

法人名 ：（有）トマト 

事業所名：訪問介護ステーション トマト 

住所  ：〒453-0815 

     名古屋市中村区北畑町 3-27-1 

TEL  ：052-471-4790 FAX:052-471-4791 

E-mail ：houmonkaigo-tomato@family.email.ne.jp 

公共交通：市バス 城西病院前 徒歩 3 分 

営業日 ：月曜日～日曜日 

時 間 ：0：00～24：00          利用者の主たる障害状況：身体 知的 精神 難病 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所アピール 

 

○自宅へのヘルパー派遣にて、入浴、掃除、洗

濯などを行います。 

活動内容 

 

・知的障害、身体障害を持つ利用者への介助全

般。 

・移動支援、居宅身体介護、家事援助 

重度訪問介護。 

事業所アピール 

 

・安心と安全をモットーに、ご利用者様やご家

族様にご満足いただけるサービスをスタッフ一

同心がけています。 

・介護福祉士、認定特定医療行為者（喀痰吸引、

経管栄養）が多数従事しています。 

活動内容 

 

・身体介護、重度訪問介護、家事援助、移動支

援 

・居宅介護対象者 

身体障害者、知的障害者、精神障害者、難

病等対象者 

・重度訪問介護 

四肢不自由者（身体障害者）、難病等対象者 

 



 
サービス種類／居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援  事業所名⑬訪問介護 ゆたぽん 

法人名 ：株式会社 名晋 

事業所名：訪問介護 ゆたぽん 

住所  ：〒453-0856 

     名古屋市中村区並木二丁目 316 シャトル八田 103 号 

TEL  ：052-462-9448    FAX:052-462-9449 

E-mail ：yutapon@meishin2003.co.jp 

公共交通：JR 八田駅より 西へ徒歩 3 分 

営業日 ：毎日（但し、年末年始の一部期間を除く） 

時 間 ：9：00～18：00            利用者の主たる障害状況：身体 知的 精神 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス種類／居宅介護・重度訪問介護・同行援護・移動支援   事業所名⑭丸八介護サービス 

法人名 ：有限会社丸八介護サービス 

事業所名：丸八介護サービス 

住所  ：〒453-0812 

          名古屋市中村区西米野町 1-76-6 

TEL  ：052-481-1917      FAX:052-481-1903 

E-mail ：maru8@comet.ocn.ne.jp 

公共交通：地下鉄桜通線中村区役所駅４番出口 南へ徒歩２分 

営業日 ：月曜日～金曜日 

時 間 ：9:00～17:00          利用者の主たる障害状況：身体 知的 精神 障害児 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所アピール 

 

・「利用者様に寄り添って心温まるサービスを」 

行う事を事業所の運営方針に掲げています。 

 

・積極的にコミュニケーションを図ることによ 

って、心のこもったサービスの提供に努めて 

います。 

活動内容 

 

・重度訪問介護、移動支援、居宅介護、 

家事援助 

 

・余暇支援 

（余暇支援については、スポーツ観戦、水族館、

買い物、鉄道の写真撮影等、利用者様の趣味

に沿えるように対応しています） 

事業所アピール 

 

利用者様の生活に必要な事柄をしっかり把握

し、気持ちを理解し、思いやりのある態度で介

護します。 

活動内容 

 

移動支援、身体介護、家事援助、重度訪問介護、

同行援護。 



 
サービス種類／居宅介護・重度訪問介護         事業所名⑮南区ヘルパー事業所こころ 

法人名 ：株式会社Ｈｕｍａｎ touch 

事業所名：南区ヘルパー事業所こころ 

住所  ：〒453-0851 

     名古屋市中村区畑江通り 9-17-1 

TEL  ：052-485-8844          FAX:052-486-2557 

E-mail ：care-hh1@human-to.jp 

公共交通：地下鉄東山線岩塚駅  徒歩 3 分 

営業日 ：月～金 

時 間 ：9：00～17：00                  利用者の主たる障害状況：身体 

 

 

 

サービス種類／                       事業所名   

 

 

 

 

 

 

 

 

活動内容 

 

・身体障害者を持つ利用者への介助全般 

事業所アピール 

 

・笑顔がモットー 

・明るい現場雰囲気 
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