
第２号会員一覧　　 2020/5/15現在

経営主体 設置主体 名称 事業内容 所在地
社会福祉法人 ＡＪＵ自立の家 サマリアハウス 福祉ホーム 昭和区恵方町２－1５
社会福祉法人 ＡＪＵ自立の家 相談支援事業所サマリアハウス 相談支援事業（特定・障害児） 昭和区恵方町２－1５
社会福祉法人 ＡＪＵ自立の家 ピア名古屋 （障）生活介護 昭和区明月町2-33-2　相馬ハウス1階
社会福祉法人 ＡＪＵ自立の家 デイセンターサマリアハウス （障）生活介護 昭和区恵方町2-15
社会福祉法人 ＡＪＵ自立の家 わだちコンピュータハウス （障）生活介護 昭和区下構町一丁目３－３
社会福祉法人 ＡＪＵ自立の家 わだちコンピュータハウス （障）就労継続支援（Ａ型） 昭和区下構町一丁目３－３
社会福祉法人 ＡＪＵ自立の家 わだちコンピュータハウス （障）就労継続支援（Ｂ型） 昭和区下構町一丁目３－３
株式会社 Ｂｅａｒｓ マミーベア保育園やごとひがし 保育所 天白区道明町22番地　アリカンテ八事1F
株式会社 Ｂｅａｒｓ マミーベア保育園うえだきた 保育所 天白区焼山２－１６８０
株式会社 Ｂｅａｒｓ マミーベア保育室うえだ 小規模保育事業 天白区植田１－１４１１
社会福祉法人 ＣＡＩ ﾁｬｲﾙﾄﾞｱｶﾃﾞﾐｰ上社保育園 保育所 名東区上社１－４０９
社会福祉法人 ＣＡＩ 星ヶ丘にじ保育園 保育所 名東区名東本町１０７番地
社会福祉法人 NUA 愛知保育園 保育所 中川区愛知町３０－２０
株式会社 PROTECA 松原ひまわり保育園 認可保育園 中村区松原町2-41-1
株式会社 SWIFT JAPAN ＡＬＬ４ＫＩＤＳチャイルドケア徳川園 小規模保育事業A型 東区新出来1-5-4
株式会社 SWIFT JAPAN ＡＬＬ４ＫＩＤＳチャイルドケア穂波園 小規模保育事業A型 瑞穂区内浜町4-8
株式会社 SWIFT JAPAN ＡＬＬ４ＫＩＤＳチャイルドケア葵園 小規模保育事業A型 東区葵2-5-6
株式会社 SWIFT JAPAN ＡＬＬ４ＫＩＤＳチャイルドケア金城園 小規模保育事業A型 北区金城2-4-4
社会福祉法人 ウイズ ALL4KIDSﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ植田山 保育所 天白区植田山１－１５０３
社会福祉法人 ウイズ ALL4KIDSﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ塩釜口 保育所 天白区塩釜口1丁目７０６－３
社会福祉法人 ＴＵＴＴＩ ＴＵＴＴＩ （障）生活介護 名東区藤森西町301-1
社会福祉法人 ＴＵＴＴＩ ＴＵＴＴＩ （障）就労継続支援（Ｂ型） 名東区藤森西町301-1
社会福祉法人 ＴＵＴＴＩ ＴＵＴＴＩホーム （障）共同生活援助 守山区向台3-1504 HANAMIZUKI向台103･105号室
社会福祉法人 ＴＵＴＴＩ 相談支援事業所ＴＵＴＴＩ 相談支援事業（特定・障害児） 名東区藤森西町301-1
株式会社 TWO CARAT ラブクローバー浄心 小規模保育事業A型 西区康生通2-28ﾙ・ﾃﾞｨｱﾏﾝ1F
株式会社 TWO CARAT ラブクローバー神沢 小規模保育事業A型 緑区神沢2丁目1318番地
社会福祉法人 あいち メリーホーム大喜 特別養護老人ホーム 瑞穂区大喜町一丁目５－５
社会福祉法人 あいち メリーホーム大喜 老人短期入所事業 瑞穂区大喜町一丁目５－５
社会福祉法人 愛生福祉会 黒石荘 特別養護老人ホーム 緑区黒沢台五丁目２１１
社会福祉法人 愛生福祉会 黒石荘 老人短期入所事業（空床型） 緑区黒沢台五丁目２１１
社会福祉法人 愛生福祉会 ショートステイ石黒荘 老人短期入所事業 緑区黒沢台五丁目２１１
社会福祉法人 愛生福祉会 愛生苑 特別養護老人ホーム 北区五反田町１０８－２
社会福祉法人 愛生福祉会 愛生苑デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 北区五反田町１０８－２
社会福祉法人 愛生福祉会 愛生苑ショートステイ 老人短期入所事業 北区五反田町１０８－２
社会福祉法人 愛生福祉会 地域密着型特別養護老人ホーム愛生苑 特別養護老人ホーム 北区五反田町１０８－２
社会福祉法人 愛生福祉会 鳩の丘 特別養護老人ホーム 北区鳩岡町一丁目７－２０
社会福祉法人 愛生福祉会 ショートステイ鳩の丘 老人短期入所事業 北区鳩岡町一丁目７－２０
社会福祉法人 愛生福祉会 庄内の里 特別養護老人ホーム 西区中小田井二丁目９８
社会福祉法人 愛生福祉会 庄内の里デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 西区中小田井二丁目９８
社会福祉法人 愛生福祉会 庄内の里 老人短期入所事業 西区中小田井二丁目９８
社会福祉法人 愛生福祉会 軽費老人ホーム　名古屋市安田荘 軽費老人ホーム 昭和区安田通二丁目４－２
社会福祉法人 愛生福祉会 はぎのデイサービスセンター 老人デイサービスセンター 北区萩野通一丁目２６－１
社会福祉法人 愛生福祉会 デイサービスセンター筒井 老人デイサービスセンター 東区筒井一丁目２－１－１
社会福祉法人 愛生福祉会 デイサービスセンター集い 老人デイサービスセンター 守山区瀬古三丁目８３０番地
社会福祉法人 愛生福祉会 グループホーム中小田井 認知症対応型老人共同生活援助事業 西区中小田井五丁目２４０番地
社会福祉法人 愛生福祉会 デイホーム中小田井 老人デイサービスセンター 西区中小田井五丁目２４０番地
社会福祉法人 愛生福祉会 グループホーム集い 認知症対応型老人共同生活援助事業 守山区瀬古三丁目８３０番地
社会福祉法人 愛生福祉会 特別養護老人ホーム安井乃郷 特別養護老人ホーム 北区安井一丁目１０番１０号
社会福祉法人 愛生福祉会 ショートステイ安井乃郷 老人短期入所事業 北区安井一丁目１０番１０号
社会福祉法人 愛生福祉会 グループホーム安井乃郷 認知症対応型老人共同生活援助事業 北区安井一丁目１０番１０号
社会福祉法人 愛知育児院 特別養護老人ホーム南山の郷 特別養護老人ホーム 昭和区南山町５
社会福祉法人 愛知育児院 南山の郷デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 昭和区南山町５
社会福祉法人 愛知育児院 ケアハウス南山の郷 軽費老人ホーム 昭和区南山町５
社会福祉法人 愛知育児院 特別養護老人ホーム南山の郷 老人短期入所事業 昭和区南山町５
社会福祉法人 愛知育児院 小規模多機能ホームみなみやま 小規模多機能型居宅介護事業 昭和区南山町５
社会福祉法人 愛知育児院 認知症対応型共同生活介護 認知症対応型老人共同生活援助事業 昭和区南山町５
社会福祉法人 愛知玉葉会 尾張荘 養護老人ホーム 守山区川東山３３２１
社会福祉法人 愛知玉葉会 第二尾張荘 特別養護老人ホーム 守山区川東山３３２１
社会福祉法人 愛知玉葉会 第二尾張荘デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 守山区川東山３３２１
社会福祉法人 愛知玉葉会 第二尾張荘 老人短期入所事業 守山区川東山３３２１
社会福祉法人 愛知玉葉会 ケアハウスふれあい 軽費老人ホーム 守山区川東山３３２１
社会福祉法人 愛知玉葉会 天子田デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 守山区天子田三丁目１２０１
社会福祉法人 あいうえおハウス あいうえおハウス （障）生活介護 瑞穂区高田町五丁目１９番地
特定非営利活動法人 愛知県断酒連合会 仲間の会あゆみ （障）自立訓練（生活訓練） 南区城下町一丁目12番地



経営主体 設置主体 名称 事業内容 所在地
特定非営利活動法人 愛知県断酒連合会 仲間の会はばたき （障）就労継続支援（Ｂ型） 南区城下町一丁目12番地
特定非営利活動法人 愛知県断酒連合会 仲間の会陽だまり 地域活動支援事業（作業所型） 南区城下町一丁目12番地
社会福祉法人 愛知育児院 南山寮 児童養護施設 昭和区南山町５番地
社会福祉法人 愛知育児院 南山寮 子育て短期支援事業 昭和区南山町５番地
社会福祉法人 愛知玉葉会 玉葉会乳児院 乳児院 守山区川字東山３３２１
社会福祉法人 愛知玉葉会 玉葉会乳児院 子育て短期支援事業 守山区川字東山３３２１
社会福祉法人 愛知県母子寡婦福祉連合会 愛知昭和荘 母子生活支援施設 昭和区向山町１－５４
社会福祉法人 愛知県母子寡婦福祉連合会 愛知しらゆり荘 母子生活支援施設 北区金田町３－１１
社会福祉法人 愛知水セイ会 名古屋植田ヶ丘こども園 幼保連携型認定こども園 天白区植田本町二丁目１３１０
社会福祉法人 愛名 愛名保育園 保育所 港区七番町５－３
社会福祉法人 愛名 土古あおぞら保育園 保育所 港区土古町２－２３
社会福祉法人 愛知育児院 南山ルンビニー園 幼保連携型認定こども園 昭和区南山町５
社会福祉法人 愛知県厚生事業団 愛厚大曽根保育園 保育所 北区芦辺町三丁目５番５号
社会福祉法人 愛知県厚生事業団 愛厚つみき保育園 保育所 中村区道下町四丁目１２－３
社会福祉法人 愛知県厚生事業団 愛厚昭和荘保育園 保育所 昭和区向山町一丁目５４番地
更生保護法人 愛知自啓会 更生保護法人　愛知自啓会 更生保護事業 守山区守山二丁目１４－３１
社会福祉法人 愛知県婦人福祉会 白菊荘 婦人保護施設 北区大野町２－１
社会福祉法人 愛知県婦人福祉会 成願荘 婦人保護施設 北区成願寺町一丁目８－１６
社会福祉法人 愛知県母子寡婦福祉連合会 愛知母子福祉会館母子・父子福祉ｾﾝﾀｰ 母子・父子福祉センター 北区金田町３－１１
社会福祉法人 明 港つぼみ作業所 (障)生活介護 港区当知町七丁目55-1
社会福祉法人 あさひ会 守山作業所 （障）生活介護 守山区城土町３３８
社会福祉法人 あさひ会 守山作業所 （障）就労継続支援（Ｂ型） 守山区城土町３３８
社会福祉法人 あさみどりの会 べにしだの家 （障）生活介護 中村区鴨付町二丁目４６
社会福祉法人 あさみどりの会 べにしだの家 （障）施設入所支援 中村区鴨付町二丁目４６
社会福祉法人 あさみどりの会 べにしだの家 （障）短期入所 中村区鴨付町二丁目４６
社会福祉法人 あさみどりの会 茶房游・第３作業室 （障）生活介護 中村区小鴨町８５－２
社会福祉法人 あさみどりの会 あらわい作業室 （障）生活介護 中村区荒輪井町１－３７－１
社会福祉法人 あさみどりの会 あらくさ作業室 （障）生活介護 千種区神田町１４－５
社会福祉法人 あさみどりの会 さわらび園 障害児通所支援事業（福祉型児童発達支援センター） 千種区新池町１－１８－２
社会福祉法人 あさみどりの会 さわらび園 障害児通所支援（保育所等訪問支援） 千種区新池町１－１８－２
社会福祉法人 あさみどりの会 さわらび園 相談支援事業（障害児） 千種区新池町１－１８－２
社会福祉法人 あさい福祉会 和光保育園 保育所 中川区東起町一丁目１４－１
社会福祉法人 あすなろ福祉会 希望ヶ丘保育園 保育所 千種区希望ヶ丘二丁目３－２８
社会福祉法人 あすなろ福祉会 希望ヶ丘保育園 一時預かり事業 千種区希望ヶ丘二丁目３－２８
社会福祉法人 あすなろ福祉会 子育て支援センターぽっかぽか 地域子育て支援拠点事業 千種区希望ヶ丘二丁目３－２８
社会福祉法人 あすなろ福祉会 かわさき保育園 保育所 千種区川崎町1-51
社会福祉法人 あすなろ福祉会 新池保育園 保育所 千種区新池町四丁目３－３
社会福祉法人 あすなろ福祉会 いぶき保育園 保育所 天白区植田山三丁目１００７
社会福祉法人 あすなろ福祉会 いぶき保育園 一時預かり事業 天白区植田山三丁目１００７
社会福祉法人 あずま福祉会 おおぞら作業所 （障）生活介護 東区矢田東3番32号
社会福祉法人 あずま福祉会 おおぞら作業所 （障）短期入所 東区矢田東3番32号
社会福祉法人 あずま福祉会 ほほえみ作業所 （障）生活介護 守山区新守山3215番地
社会福祉法人 あずま福祉会 もくれん作業所 （障）生活介護 東区大幸１－４－６

熱田区名身連・親愛の里共同事業体 熱田区障害者基幹相談支援センター 相談支援事業（基幹） 熱田区横田2-4-16
熱田区名身連・親愛の里共同事業体 ハートランド森 地域活動支援事業（精神障害者） 熱田区横田2-4-16

社会福祉法人 熱田福祉会 けやきの木保育園 保育所 中村区亀島一丁目５－３７
社会福祉法人 熱田福祉会 けやきの木保育園 一時預かり事業 中村区亀島一丁目５－３７
社会福祉法人 熱田福祉会 子育て支援センターけやきの木 地域子育て支援拠点事業 中村区亀島一丁目５－３７
社会福祉法人 熱田福祉会 のぎく保育園 保育所 熱田区一番二丁目４６－１６
社会福祉法人 熱田福祉会 子育て支援センターのぎく 地域子育て支援拠点事業 熱田区二番二丁目１３－７
社会福祉法人 熱田福祉会 地域子育支援拠点えがお 地域子育て支援拠点事業 熱田区五番町６－９
社会福祉法人 熱田福祉会 びわの実保育園 保育所 中村区高道６－５－１１
社会福祉法人 熱田福祉会 ふたつばし保育園 保育所 中村区二ツ橋町３－３５
社会福祉法人 新瑞福祉会 たんぽぽ保育園 保育所 瑞穂区洲山町三丁目４４番地
社会福祉法人 新瑞福祉会 たんぽぽ保育園 一時預かり事業 瑞穂区洲山町三丁目４４番地
社会福祉法人 新瑞福祉会 こすもす保育園 保育所 瑞穂区初日町二丁目２６番地
社会福祉法人 新瑞福祉会 子育て支援センターこすもす 地域子育て支援拠点事業 瑞穂区初日町二丁目２６番地
社会福祉法人 新瑞福祉会 さざんか保育園 保育所 瑞穂区村上町2-9
社会福祉法人 新瑞福祉会 ななくさ保育園 保育所 瑞穂区井の元町168

新瑞幼児園 新瑞幼児園 保育所 瑞穂区姫宮町２－４８
社会福祉法人 有松幼睦園 きよすみ保育園 保育所 緑区鳴海町字有松裏１３８第１
宗教法人 安養寺 篠原保育園 保育所 中川区上脇町２－１０
宗教法人 安養寺 篠原保育園 一時預かり事業 中川区上脇町２－１０
宗教法人 イエス・キリスト協会 天使保育園 保育所型認定こども園 瑞穂区苗代町１９－２３
宗教法人 イエス・キリスト協会 子育て支援センターエンゼル 地域子育て支援拠点事業 瑞穂区苗代町１９－２３



経営主体 設置主体 名称 事業内容 所在地
社会福祉法人 育生会 ふたばみのり園 幼保連携型認定こども園 守山区小幡二丁目１０－１８
社会福祉法人 育生会 ふたばみのり園 一時預かり事業 守山区小幡二丁目１０－１８
社会福祉法人 池内福祉会 かわらまち夜間保育園 保育所 中区金山一丁目２－２７
社会福祉法人 池内福祉会 池内わらべ保育園 保育所 昭和区明月町三丁目６－２
社会福祉法人 池内福祉会 池内わらべ保育園 一時預かり事業 昭和区明月町三丁目６－２
社会福祉法人 池内福祉会 かわらまち保育園 保育所 中区金山一丁目２－２７
社会福祉法人 池内福祉会 くまのまえ保育園 保育所 緑区兵庫一丁目1610
社会福祉法人 池内福祉会 くまのまえ保育園 一時預かり事業 緑区兵庫一丁目1610
社会福祉法人 池内福祉会 まつかぜ保育園 保育所 昭和区松風町３－２
社会福祉法人 惟信福祉会 認定こども園いしん保育園 幼保連携型認定こども園 港区惟信町２－２８－１
社会福祉法人 いずみ会 いずみ保育園 保育所 港区善進町２－１８
社会福祉法人 いずみ会 いずみ保育園 一時預かり事業 港区善進町２－１８
社会福祉法人 杁中福祉会 いりなか保育園 保育所 昭和区滝川町９３丁目１番地
社会福祉法人 杁中福祉会 いりなか保育園 一時預かり事業 昭和区滝川町９３丁目１番地
社会福祉法人 杁中福祉会 いりなか保育園子育て支援センター 地域子育て支援拠点事業 昭和区滝川町９３丁目１番地
社会福祉法人 杁中福祉会 いりなか保育園 名古屋のびのび子育てサポート事業 昭和区滝川町９３丁目１番地
社会福祉法人 杁中福祉会 おおしま保育園 保育所 千種区大島町3-48-2
株式会社 ウィルウォーク ちびっこﾀｳﾝいりば園 小規模保育事業 港区正徳町６－９２
株式会社 ウィルウォーク 乳児保育　六番町園 小規模保育事業 熱田区六番２－８－２０
社会福祉法人 打出福祉会 打出保育園 保育所 中川区打出二丁目26番地
社会福祉法人 打出福祉会 打出保育園 一時預かり事業 中川区打出二丁目26番地
NPO法人 うめの森ヴァルドルフ子ども園 名古屋市地域子育て支援拠点こうめのいえもりたか 地域子育て支援拠点事業 守山区白山１丁目９０５－３
社会福祉法人 永信会 永生苑 特別養護老人ホーム 中村区名駅二丁目３９－１１
社会福祉法人 永信会 永生苑 老人短期入所事業 中村区名駅二丁目３９－１１
社会福祉法人 永信会 デイサービスセンター永生苑新明 老人デイサービスセンター 中村区名駅三丁目３－１０
社会福祉法人 英楽会 楓林花の里 特別養護老人ホーム 緑区大高町上蝮池１０
社会福祉法人 英楽会 老人デイサービスセンター楓林花の里 老人デイサービスセンター 緑区大高町上蝮池１０
社会福祉法人 英楽会 ケアハウス楓林花の里 軽費老人ホーム 緑区大高町上蝮池１０
社会福祉法人 英楽会 楓林花の里 老人短期入所事業 緑区大高町上蝮池１０
社会福祉法人 英功会 愛松学園 障害児入所施設 守山区中志段味字長根２８３０－２
社会福祉法人 英功会 愛松学園 障害福祉サービス（短期入所） 守山区中志段味字長根２８３０－２
社会福祉法人 栄寿福祉会 わたつみ保育園 保育所 中川区下之一色町中ノ切４
社会福祉法人 栄寿福祉会 たかなし保育園 保育所 中川区西伏屋2丁目1111番地
社会福祉法人 栄寿福祉会 たかなしの森保育園 保育所 中村区横井1丁目129番地
社会福祉法人 栄寿福祉会 日向さくら保育園 保育所 瑞穂区日向町2丁目13番
社会福祉法人 栄寿福祉会 土原の丘保育園 保育所 天白区土原二丁目154番地の1
社会福祉法人 栄寿福祉会 黒川ほのぼの保育園 保育所 北区元志賀町１－１０
社会福祉法人 叡徳福祉会 あけぼの保育園 保育所 西区天塚町１丁目２８番地
社会福祉法人 叡徳福祉会 ざくろの樹 児童発達支援施設 西区上名古屋三丁目１８－１６
宗教法人 栄国寺 松原幼児園 保育所 中区橘一丁目２１－３８
社会福祉法人 永信会 永信保育園 保育所 中村区名駅二丁目３９－１１
社会福祉法人 永信会 子育て支援センター永信 地域子育て支援拠点事業 中村区名駅二丁目３９－１１
社会福祉法人 永信会 永信保育園 一時預かり事業 中村区名駅二丁目３９－１１
社会福祉法人 エゼル福祉会 ＷＩＬＬ （障）生活介護 西区赤城町146
社会福祉法人 エッサイの株福祉会 デイサービスセンターハンナの里 老人デイサービスセンター 北区大我麻町２７７
社会福祉法人 エッサイの株福祉会 デイサービスセンター紫音の里 老人デイサービスセンター 北区辻本通１－２７
社会福祉法人 エッサイの株福祉会 大和保育園 保育所 北区大我麻町２７７
社会福祉法人 エッサイの株福祉会 子育て支援センター「だいわ」 地域子育て支援拠点事業 北区大我麻町２７７
社会福祉法人 エッサイの株福祉会 うきの風の子保育園 保育所 西区浮野町９７番地９３
社会福祉法人 エッサイの株福祉会 うきの風の子保育園 一時預かり事業 西区浮野町９７番地９３
社会福祉法人 エッサイの株福祉会 詩織保育園 保育所 西区西原町88番地
社会福祉法人 大森福祉会 大森授産所 （障）就労移行支援 守山区元郷一丁目912番地
社会福祉法人 大森福祉会 大森授産所 （障）就労継続支援（Ｂ型） 守山区元郷一丁目912番地
社会福祉法人 オールフェアリー フェアリー保育園 保育所 守山区竜泉寺二丁目３０１
社会福祉法人 オールフェアリー 幼保連携型認定こども園フェアリーイースト保育園 幼保連携型認定こども園 守山区下志段味字吉田２２３５番地

オフィス・パレット株式会社 マーマこととも保育園もりやま 保育所 守山区瀬古東3丁目2013
オフィス・パレット株式会社 マーマこととも保育園しかやま 保育所 緑区鹿山2丁目92-1
オフィス・パレット株式会社 アクアタウン保育ルーム 小規模保育事業 中村区名駅5-33-21　アクアタウン納屋橋　生活支援施設2F

オフィス・パレット株式会社 ちいさなおうちえん中村 小規模保育事業 中村区牛田通3-9-2
オフィス・パレット株式会社 ちいさなおうちえん城北 小規模保育事業 北区名城2-2　合同宿舎城北住宅2号棟103
オフィス・パレット株式会社 ちいさなおうちえん城西 小規模保育事業 西区城西4-11-20　星野ビル1F
オフィス・パレット株式会社 ちいさなおうちえん　はなのオリーブ 小規模保育事業 名東区宝が丘12　コーポハルラサン101
オフィス・パレット株式会社 マーマこととも保育園はぐみの 保育所 緑区鹿山３－１２６

特定非営利活動法人 親子支援センターＣＲＡＹＯＮＬＡＮＤ 保育室くれよん 保育所 中村区大秋町1-1　ジョイナス本陣101号
特定非営利活動法人 親子支援センターＣＲＡＹＯＮＬＡＮＤ 保育室くれよん なかがわ 小規模保育事業 中川区澄池町５－２



経営主体 設置主体 名称 事業内容 所在地
宗教法人 海上寺 ちばな保育園 保育所 瑞穂区直来町５－５
社会福祉法人 かくれんぼ・名古屋市北区社会福祉協議会コンソーシアム 名古屋市きよすみ荘 軽費老人ホーム 港区秋葉一丁目１３０－２

かくれんぼ・名古屋市北区社会福祉協議会コンソーシアム 名古屋市上飯田福祉会館 老人福祉センター 北区上飯田南町1-45-4
社会福祉法人 香月福祉会 香流保育園 保育所型認定こども園 名東区神月町６０４
社会福祉法人 香月福祉会 かなれ原保育園 保育所 名東区猪子石原2丁目201番地
社会福祉法人 かなえ福祉会 すないの家　千種 特別養護老人ホーム 千種区京命１－１１－１３
社会福祉法人 かなえ福祉会 いくみ保育園 保育所 瑞穂区弥富通3丁目３２－１
社会福祉法人 かなえ福祉会 天白いくみ保育園 保育所 天白区中平四丁目１００９番
社会福祉法人 かなえ福祉会 花の木いくみ保育園 保育所 西区花の木1丁目１２１４
社会福祉法人 かなえ福祉会 みどりいくみ保育園 保育所 緑区大清水東３０５
社会福祉法人 華陽会 サービスネットワーク南陽 特別養護老人ホーム 港区新茶屋一丁目１７０１
社会福祉法人 華陽会 デイサービスセンター南陽 老人デイサービスセンター 港区新茶屋一丁目１７０１
社会福祉法人 華陽会 ケアハウス南陽 軽費老人ホーム 港区新茶屋一丁目１７０１
社会福祉法人 華陽会 サービスネットワーク南陽 老人短期入所事業 港区新茶屋一丁目１７０１
社会福祉法人 華陽会 華の郷 南陽 特別養護老人ホーム 港区新茶屋一丁目１７０１
社会福祉法人 華陽会 訪問介護ステーション南陽 老人居宅介護等事業 港区新茶屋一丁目１７０１
宗教法人 願成寺 柳保育園 保育所型認定こども園 中村区高須賀町２４
社会福祉法人 貴愛会 かきつばたの里 特別養護老人ホーム 緑区水広3丁目721番地
社会福祉法人 貴愛会 かきつばたの里 老人短期入所事業 緑区水広3丁目721番地
社会福祉法人 貴徳会 希望の郷 特別養護老人ホーム 港区新茶屋二丁目１５０１番地
社会福祉法人 貴徳会 ショートスティ希望の郷 老人短期入所事業 港区新茶屋二丁目１５０１番地
社会福祉法人 桔梗福祉会 ききょう保育園 保育所 守山区志段味字北荒田２３４４－２
社会福祉法人 桔梗福祉会 しだみ保育園 保育所 守山区上志段味字上島６６９
社会福祉法人 桔梗福祉会 さつき保育園 保育所 守山区上志段味川原１５５－３
社会福祉法人 共愛会 共愛の里 特別養護老人ホーム 中川区下之一色町権野１０８－４
社会福祉法人 共愛会 特別養護老人ホーム共愛の里 老人短期入所事業 中川区下之一色町権野１０８－４
社会福祉法人 共愛会 訪問介護センター共愛 老人居宅介護等事業 中川区下之一色町権野１０８－４
社会福祉法人 共愛会 第２共愛の里 特別養護老人ホーム 中川区下之一色町権野１０８－６
社会福祉法人 共愛会 デイサービス第２共愛の里 老人デイサービスセンター 中川区下之一色町権野１０８－６
社会福祉法人 共愛会 ケアハウス共愛の里 軽費老人ホーム 中川区下之一色町権野１０８－６
社会福祉法人 共愛会 第2共愛の里 老人短期入所事業 中川区下之一色町権野１０８－６
社会福祉法人 共愛会 高杉共愛の里 特別養護老人ホーム 中川区高杉町２６１
社会福祉法人 共愛会 高杉共愛の里 老人短期入所事業 中川区高杉町２６１
社会福祉法人 共愛会 豊治共愛の里 特別養護老人ホーム 中川区水里五丁目７５７番地
社会福祉法人 共愛会 豊治共愛の里 老人短期入所事業 中川区水里五丁目７５７番地
社会福祉法人 共愛会 豊治共愛の家 特別養護老人ホーム 中川区水里五丁目７５５番地
社会福祉法人 杏園福祉会 特別養護老人ホーム桜田ファミリア 特別養護老人ホーム 熱田区桜田町9番23号
社会福祉法人 杏園福祉会 ショートステイ桜田ファミリア 老人短期入所事業 熱田区桜田町9番23号
社会福祉法人 杏園福祉会 ひびのファミリア 特別養護老人ホーム 熱田区比々野町２７
社会福祉法人 杏園福祉会 ひびのファミリア 老人短期入所事業 熱田区比々野町２７
社会福祉法人 杏園福祉会 ひびのファミリア 老人デイサービスセンター 熱田区比々野町２７
社会福祉法人 共生福祉会 コムヌーモすずらん 福祉ホーム 北区大曽根一丁目６－２３
社会福祉法人 共生福祉会 ワークショップすずらん （障）就労継続支援（Ａ型） 北区大曽根一丁目６－２３
社会福祉法人 共生福祉会 すずらん生活支援センター 相談支援事業（特定・障害児） 北区大曽根一丁目６－２３
社会福祉法人 清里 特別養護老人ホーム　楠清里苑 特別養護老人ホーム 北区会所町７３－１
社会福祉法人 清里 特別養護老人ホーム　楠清里苑 老人短期入所事業 北区会所町７３－１
社会福祉法人 清里 山田清里苑 特別養護老人ホーム 西区五才美町２１１
社会福祉法人 清里 山田清里苑指定短期入所生活介護事業所 老人短期入所事業 西区五才美町２１１
社会福祉法人 清里 ショートステイ山王 老人短期入所事業 中川区山王三丁目１７番８号
社会福祉法人 清里 デイサービスセンター大野木 老人デイサービスセンター 西区大野木四丁目１８５
社会福祉法人 喜和福祉会 中川保育園 保育所型認定こども園 中川区荒江町１３－３
社会福祉法人 喜和福祉会 柳島ののはな保育園 保育所 中川区柳島町一丁目３－１
社会福祉法人 金城六華園 金城六華園 児童養護施設 守山区中志段味字古山田２５９４-11
社会福祉法人 金城六華園 金城六華園 子育て短期支援事業 守山区中志段味字古山田２５９４-11
社会福祉法人 楠福祉会 あじま作業所 （障）生活介護 北区中味鋺二丁目1023
社会福祉法人 楠福祉会 あじま作業所第二 （障）就労継続支援（Ｂ型） 北区楠味鋺五丁目1108
社会福祉法人 楠福祉会 相談支援事業所あじま 相談支援事業（特定・障害児） 北区中味鋺二丁目1023
社会福祉法人 楠福祉会 ケアホームあじま 共同生活援助 北区楠味鋺２丁目２１１
社会福祉法人 くすのき ほほえみ保育園 保育所 北区楠四丁目４２２
特定非営利活動法人 グリーンハート ワークセンターメイプル （障）就労継続支援（Ｂ型） 緑区六田一丁目78
社会福祉法人 グロリア会 マナ保育園 保育所 緑区大高町殿山１－１
社会福祉法人 グロリア会 マナ保育園 一時預かり事業 緑区大高町殿山１－１
社会福祉法人 グロリア会 マナ第２保育園 保育所 南区呼続三丁目11番23号の2
株式会社 グローバル 小規模保育事業すまいるきっず 小規模保育事業B型 緑区篭山３－２０６

グローバルサービス株式会社 岡喜子どもの城　千代田橋 小規模保育事業 千種区新西２－１－１３　ザ・ボックス新西1F



経営主体 設置主体 名称 事業内容 所在地
グローバルサービス株式会社 岡喜子どもの城　片平 小規模保育事業 緑区鳴海町字山下１０７PARTHENON107

社会福祉法人 薫徳会 サンワーク （障）就労移行支援 東区山口町1-22
社会福祉法人 薫徳会 サンワーク （障）就労継続支援（Ｂ型） 東区山口町1-22
社会福祉法人 薫徳会 サンワーク （障）就労継続支援（Ａ型） 千種区古出来3-2-2
社会福祉法人 ケアマキス 特別養護老人ホーム　ケアマキス柴田 特別養護老人ホーム 南区柴田本通四丁目15番地
社会福祉法人 ケアマキス ショートステイ　ケアマキス柴田 老人短期入所事業 南区柴田本通四丁目15番地
社会福祉法人 ケアマキス 特別養護老人ホーム　ケアマキス笹原 特別養護老人ホーム 天白区笹原町１７０１番地
社会福祉法人 ケアマキス ショートステイケアマキス笹原 老人短期入所事業 天白区笹原町１７０１番地
社会福祉法人 ケアマキス デイサービスセンターケアマキス笹原 老人デイサービスセンター 天白区笹原町１７０１番地
社会福祉法人 ケアマキス ヘルパーステーションケアマキス笹原 老人居宅介護等事業 天白区笹原町１７０１番地
社会福祉法人 恵泉会 障害者支援施設　しだみ学園 （障）生活介護 守山区下志段味穴ケ洞２２６６－２５０
社会福祉法人 恵泉会 障害者支援施設　しだみ学園 （障）施設入所支援 守山区下志段味穴ケ洞２２６６－２５０
社会福祉法人 経山会 とくしげ太陽保育園 保育所 緑区鳴海町字徳重18-122
社会福祉法人 経山会 苗代太陽保育園 保育所 守山区大谷町12番12号
社会福祉法人 経山会 東丘太陽保育園 保育所 緑区太子１－３０
社会福祉法人 ゲマインダハウス 青空の家 （障）生活介護 守山区大字上志段味字東谷２０９８－２
社会福祉法人 ゲマインダハウス 相談支援事業所あす 相談支援事業（特定・障害児） 守山区大字上志段味字東谷２０９８－２
社会福祉法人 ゲマインダハウス ケアホームあおぞら （障）共同生活援助 守山区大字上志段味字東谷２０９８－２
株式会社 健生カルティベイト 健生保育園 保育所 緑区神沢二丁目1408番地
株式会社 健生カルティベイト 健生くまのこ園 小規模保育事業 天白区高島1丁目1804番地
社会福祉法人 幸寿会 特別養護老人ホーム　東桜の里 特別養護老人ホーム 東区東桜二丁目２２番２号
社会福祉法人 幸寿会 ケアハウス東桜の里 軽費老人ホーム 東区東桜二丁目２２番２号
社会福祉法人 幸寿会 ショートステイ東桜の里 老人短期入所事業 東区東桜二丁目２２番２号
社会福祉法人 幸寿会 居宅介護支援事業所　東桜の里 老人居宅介護等事業 東区東桜二丁目２２番２号
社会福祉法人 光洋福祉会 障害者支援施設　一粒荘 （障）生活介護 守山区下志段味穴ケ洞2266-250
社会福祉法人 光洋福祉会 障害者支援施設　一粒荘 （障）施設入所支援 守山区下志段味穴ケ洞2266-250
社会福祉法人 光洋福祉会 障害者支援施設　一粒荘 （障）短期入所 守山区下志段味穴ケ洞2266-250
社会福祉法人 幸生会 大杉保育園 保育所 北区中杉町２－３７
社会福祉法人 幸生会 くすのき北保育園 保育所 北区如意２－１８－１
社会福祉法人 幸生会 左京山保育園 保育所 緑区左京山３０１
社会福祉法人 幸生会 伝治山保育園 保育所 緑区鳴海町字赤塚１２２
宗教法人 光賢寺 辰巳幼児園 保育所 港区辰巳町３－３１
社会福祉法人 光明寺福祉会 光明幼児園 保育所 千種区桐林町１－７
社会福祉法人 広徳会 天白保育園 保育所 天白区島田三丁目１１０
社会福祉法人 広徳会 天白保育園 一時預かり事業 天白区島田三丁目１１０
学校法人 幌北学園 鳴海そらいろ保育園 保育所 緑区鳴海町字上汐田19番地　ベルビレッジ上汐田1F/2F

学校法人 幌北学園 吹上そらいろ保育園 保育所 千種区千種通7丁目25-1　サンライズ千種ビル2F.3F
社会福祉法人 幌北学園 岩塚そらいろ保育園 保育所 中村区岩塚本通５－１６
NPO法人 高次脳機能障害友の会みずほ ワークハウスみかんやま 就労継続支援B型 中区平和２－３－１０　仙田ビル１F
社会福祉法人 こころとあさひ会 お茶の花こども園 幼保連携型認定こども園 瑞穂区弥富通４－４５
学校法人 小桜学園 さくらのこ保育園 保育所 南区鳥栖二丁目1番2号
学校法人 小桜学園 小桜幼稚園 幼保連携型認定こども園 南区鳥栖一丁目6番2号

コスモスペース株式会社 ぽっぽ第一保育園 保育所 中区金山1-7-10　金山名藤ビル2F
NPO法人 子育て支援のNPOまめっこ 地域子育て支援拠点　遊モア柳原 地域子育て支援事業 北区柳原4-2-3
NPO法人 子育て支援のNPOまめっこ 地域子育て支援拠点　遊モア平安通 地域子育て支援事業 北区若葉通3丁目１８－１第3大曽根ビル１Ｆ南号室
NPO法人 子育て支援のNPOまめっこ 地域子育て支援拠点　遊モアあじま 地域子育て支援事業 北区楠味鋺3-407ﾎﾜｲﾄﾊｳｽ2F
NPO法人 子育てなごや はるたのまち保育園 保育所 中川区春田四丁目１０５

こどもNPO・介護サービスさくらコンソーシアム 名古屋市中川児童館 児童厚生施設 中川区八幡本通2-40
こどもNPO・介護サービスさくらコンソーシアム 中川児童館留守家庭児童クラブ 放課後児童健全育成事業 中川区八幡本通2-40
こどもＮＰＯ・名古屋市緑区社会福祉協議会コンソーシアム 名古屋市緑児童館 児童厚生施設 緑区相原郷二丁目701

一般財団法人 こども財団 地域子育て支援拠点momo（モモ） 地域子育て支援事業 南区豊1-10-9ﾄﾞﾑｰﾙ豊１B
一般財団法人 こども財団 地域子育て支援拠点ゆるぽか 地域子育て支援事業 中川区横前町16-4
一般財団法人 こども財団 地域子育て支援拠点きゃら 地域子育て支援事業 天白区植田3-109 ｱｰｽﾄﾝﾋﾞﾙ201
一般財団法人 こども財団 リーゴ植田保育園 保育所 天白区植田2-109
一般財団法人 こども財団 リーゴ岩塚 小規模保育事業 中村区烏森町５－３８
一般財団法人 こども財団 リーゴ八勝通 小規模保育事業 瑞穂区八勝通１－１４－４
一般財団法人 こども財団 リーゴ平安通 小規模保育事業 北区平安１－９－２２
一般財団法人 こども財団 リーゴ新瑞橋 小規模保育事業 瑞穂区弥富通１－４１
一般財団法人 こども財団 リーゴ鶴舞 小規模保育事業 昭和区鶴舞２－７－１０
一般財団法人 こども財団 リーゴ正保保育園 保育所 港区正保町３－５２
一般財団法人 こども財団 リーゴ京命保育園 保育所 千種区京命１－８－２５
一般財団法人 こども財団 リーゴ五才美保育園 保育所 西区五才美町５７
一般財団法人 こども財団 リーゴ南大高保育園 保育所 緑区南大高１－２１１３
一般財団法人 こども財団 リーゴ上小田井保育園 保育所 西区中小田井４－４０９－１
一般財団法人 こども育成財団 フィリオ森孝東保育園 保育所 守山区森孝東１－６３８



経営主体 設置主体 名称 事業内容 所在地
一般財団法人 こども育成財団 フィリオ熊の前保育園 保育所 緑区熊の前２－１２２
社会福祉法人 子供の家 子供の家保育園 保育所 緑区大高町字鷲津５
社会福祉法人 小鳩会 デイサービスセンター小鳩ガーデン 老人デイサービスセンター 港区千鳥一丁目１３－７
社会福祉法人 小鳩会 小鳩幼児園 保育所型認定こども園 港区千鳥一丁目１３－７
社会福祉法人 小鳩会 はとぽっぽ保育園 保育所 中川区服部４丁目902
社会福祉法人 小鳩会 花表こばと保育園 保育所 熱田区花表町4番3号
社会福祉法人 小鳩会 茶屋こばと保育園 保育所 港区西茶屋１－３５－６
社会福祉法人 こひつじ会 ナザレ保育園 保育所 中区千代田五丁目１５－２
宗教法人 西方寺 認定こども園日比野保育園 保育所 熱田区大宝三丁目５－９
宗教法人 西方寺 認定こども園日比野保育園 一時預かり事業 熱田区大宝三丁目５－９
社会福祉法人 さくらんぼの会 多機能型さくらんぼ （障）生活介護 中川区下之一色町字古川19番地の1
社会福祉法人 さくらんぼの会 多機能型さくらんぼ （障）就労継続支援（Ｂ型） 中川区下之一色町字古川19番地の1
社会福祉法人 さくらんぼの会 ケアホームさくらんぼ （障）共同生活援助 中川区下之一色町字古川19番地の1
社会福祉法人 さくらんぼの会 ショートステイさくらんぼ （障）短期入所 中川区下之一色町字古川19番地の1
社会福祉法人 さくらんぼの会 けらしおん 地域活動支援事業（デイサービス型） 中川区下之一色町字古川19番地の1
社会福祉法人 さくらんぼの会 おそうざいのさくらんぼ （障）生活介護 中川区下之一色町字古川19番地の1
社会福祉法人 さくらんぼの会 さくらんぼ 相談支援事業（一般・特定・障害児） 中川区下之一色町字古川19番地の1
社会福祉法人 さくらんぼの会 グループホームきらきら （障）共同生活援助 中川区下之一色町字古川19番地の1
社会福祉法人 さふらん会 さふらん生活園 （障）生活介護 中区千代田三丁目21-14
社会福祉法人 さふらん会 ホームヘルプひだまり （障）居宅介護 中区大須4-14-48 ツバサビル５F
社会福祉法人 さふらん会 シャローム （障）共同生活援助 中川区花塚町1-54-1　シャローム花塚1号ホーム
社会福祉法人 さふらん会 ヨナワールド （障）生活介護 中区栄五丁目21-9
社会福祉法人 さふらん会 ヨナワールド 相談支援事業（特定・障害児） 中区栄五丁目21-9
社会福祉法人 サン・ビジョン グレイスフル熱田 特別養護老人ホーム 熱田区花表町１番２６号
社会福祉法人 サン・ビジョン グレイスフル熱田 老人デイサービスセンター 熱田区花表町１番２６号
社会福祉法人 サン・ビジョン グレイスフル熱田 老人短期入所事業 熱田区花表町１番２６号
社会福祉法人 サン・ビジョン グレイスフル上前津 特別養護老人ホーム 中区千代田二丁目２４－３０
社会福祉法人 サン・ビジョン グレイスフル上前津 老人短期入所事業 中区千代田二丁目２４－３０
社会福祉法人 サン・ビジョン ジョイフル千種 特別養護老人ホーム 東区葵三丁目２５番２３号
社会福祉法人 サン・ビジョン ショートステイホーム　ジョイフル千種 短期入所生活介護 東区葵三丁目２５番２３号
社会福祉法人 サン・ビジョン ジョイフル名駅 特別養護老人ホーム 中村区名駅五丁目２５番１２号
社会福祉法人 サン・ビジョン ジョイフル名駅 老人短期入所事業 中村区名駅五丁目２５番１２号
社会福祉法人 サンフラワー 明治保育園 保育所 南区豊一丁目２４－３
社会福祉法人 三祉会 かもめ保育園 保育所 港区宝神三丁目１４０１
社会福祉法人 しあわせあっくん 大喜デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 瑞穂区大喜町四丁目１５－３
社会福祉法人 しあわせあっくん グループホーム大喜 認知症対応型老人共同生活援助事業 瑞穂区大喜町２－７９
宗教法人 慈雲院 白鳩保育園 保育所 港区辰巳町１２－１３
医療法人 慈照会 グループホームひまわり 認知症対応型老人共同生活援助事業 西区上名古屋二丁目２５－３
社会福祉法人 紫水会 オーネスト熱田の杜 特別養護老人ホーム 熱田区二番一丁目５－８
社会福祉法人 紫水会 オーネスト熱田の杜 指定短期入所生活介護事業所 熱田区二番一丁目５－８
社会福祉法人 紫水会 オーネスト戸田川 特別養護老人ホーム 中川区富永四丁目２６６
社会福祉法人 紫水会 オーネスト戸田川指定通所介護事業所 老人デイサービスセンター 中川区富永四丁目２６６
社会福祉法人 紫水会 オーネスト戸田川指定短期入所生活介護事業所 老人短期入所事業 中川区富永四丁目２６６
社会福祉法人 紫水会 オーネスト紫の郷 特別養護老人ホーム 中川区富永四丁目２６６
社会福祉法人 紫水会 オーネスト紫の郷 老人短期入所事業 中川区富永四丁目２６６
社会福祉法人 紫水会 オーネスト鳴海 特別養護老人ホーム 緑区鳴海町下汐田７７－３
社会福祉法人 紫水会 オーネスト鳴海 老人デイサービスセンター 緑区鳴海町下汐田７７－３
社会福祉法人 紫水会 ケアハウスオーネスト鳴海 軽費老人ホーム 緑区鳴海町下汐田７７－３
社会福祉法人 紫水会 オーネスト鳴海 老人短期入所事業 緑区鳴海町下汐田７７－３
社会福祉法人 紫水会 オーネスト希望 （障）施設入所支援 天白区植田山２丁目１０１
社会福祉法人 紫水会 オーネスト希望 （障）生活介護 天白区植田山２丁目１０１
社会福祉法人 紫水会 オーネスト希望 （障）短期入所 天白区植田山２丁目１０１
社会福祉法人 紫水会 千音寺すみれ保育園 保育所 中川区富田町大字千音寺字赤星裏４５５９
社会福祉法人 紫水会 すみれ保育園 保育所 中川区水里三丁目４８番地
社会福祉法人 慈尊会 若草保育園 保育所 守山区東山町１－６
社会福祉法人 慈尊会 ひなた保育園 保育所 守山区四軒家一丁目330番地
社会福祉法人 篠田福祉会 春華しろつち保育園 幼保連携型認定こども園 緑区白土1930番地
社会福祉法人 しののめ会 黎明保育園 幼保連携型認定こども園 瑞穂区河岸町三丁目３６番地
社会福祉法人 志の波会 春岡保育園 保育所 千種区今池南１２－３
社会福祉法人 志の波会 春岡夜間保育園 保育所 千種区今池南１２－６
社会福祉法人 志の波会 すずの森保育園 保育所 名東区高間町63，64
社会福祉法人 衆善会 衆善会乳児院 乳児院 中区新栄三丁目３３－１１
社会福祉法人 衆善会 衆善会乳児院 子育て短期支援事業 中区新栄三丁目３３－１１
宗教法人 秀葉院 名港保育園 認定こども園 港区港楽三丁目４－１７
社会福祉法人 衆善会 衆善会保育園 保育所 中区新栄三丁目３３－１１



経営主体 設置主体 名称 事業内容 所在地
社会福祉法人 衆善会 衆善会夜間保育園 保育所 中区新栄三丁目３３－１１
社会福祉法人 十王会 えにし保育園 保育所 緑区南陵５０７番地
社会福祉法人 十王会 だいじ保育園 保育所 緑区浦里１－７２－１
社会福祉法人 潤法福祉会 平針保育園 保育所 天白区平針四丁目１７１１
公益財団法人 慈友会 慈友学園 児童養護施設 東区筒井一丁目８－１３
公益財団法人 慈友会 慈友学園 子育て短期支援事業 東区筒井一丁目８－１３
宗教法人 松音寺 萩野保育園 保育所 北区光音寺町２－９３
社会福祉法人 昌明福祉会 港寿楽苑 特別養護老人ホーム 港区寛政町六丁目１０番地
社会福祉法人 昌明福祉会 港寿楽苑 老人デイサービスセンター 港区寛政町六丁目１０番地
社会福祉法人 昌明福祉会 港寿楽苑 老人短期入所事業 港区寛政町六丁目１０番地
社会福祉法人 昌明福祉会 津金の里 老人デイサービスセンター 港区津金二丁目４－５
社会福祉法人 昌明福祉会 正徳の里 老人デイサービスセンター 港区正徳町５－４７
社会福祉法人 昭徳会　 駒方寮 児童養護施設 昭和区花見通二丁目４－１
社会福祉法人 昭徳会　 駒方寮 子育て短期支援事業 昭和区花見通二丁目４－１
社会福祉法人 昭徳会　 ドミトリー駒方 児童養護施設 昭和区花見通二丁目２６－２
社会福祉法人 昭徳会　 名古屋養育院 児童養護施設 南区呼続四丁目２６－３７
社会福祉法人 昭徳会　 名古屋養育院 子育て短期支援事業 南区呼続四丁目２６－３７
社会福祉法人 昭徳会　 地域子ども相談室　子ども家庭支援センターさくら 児童家庭支援センター 南区呼続四丁目２６－３７
社会福祉法人 昭徳会　 ドミトリー南風 児童養護施設 南区呼続五丁目８-１９
社会福祉法人 昭徳会　 ドミトリー桜風 児童養護施設 南区呼続五丁目４－８
社会福祉法人 昭徳会　 慈泉寮 児童自立生活援助事業 昭和区福江三丁目５－１０
社会福祉法人 昭徳会　 名古屋若松寮 児童養護施設 名東区山香町３２１
社会福祉法人 昭徳会　 はぐみ 地域小規模児童養護施設 名東区西山台１０６－１
社会福祉法人 昭徳会　 自立援助ホームかりん 児童自立生活援助事業 昭和区御器所3-2-13
社会福祉法人 昭徳会　 駒方保育園 保育所 昭和区駒方町三丁目１番地
社会福祉法人 昭徳会　 駒方保育園 一時預かり事業 昭和区駒方町三丁目１番地
社会福祉法人 昇人会 かえで保育園 保育所 緑区滝ノ水四丁目1812番地
社会福祉法人 昇人会 はなの木保育園 保育所 緑区小坂2丁目2001番地
社会福祉法人 昇人会 やまもみじ保育園 保育所 緑区桶狭間神明3510
社会福祉法人 昇人会 ゆりの木保育園 保育所 天白区植田3丁目1807番地
社会福祉法人 照心福祉会 みゆき山保育園 保育所 天白区元八事4-235-1
特定非営利活動法人 ジョブジョイ ＺＥＲＯ （障）就労継続支援（Ｂ型） 中区千代田３－２７－１８
宗教法人 浄照寺 若葉保育園 保育所 瑞穂区甲山町一丁目３２番地
宗教法人 浄福寺 たかばた保育園 保育所 中川区高畑一丁目４６
社会福祉法人 新生会 あしたの丘 （障）施設入所支援 天白区八幡山746-1
社会福祉法人 新生会 あしたの丘 （障）生活介護 天白区八幡山746-1
社会福祉法人 新生会 あしたの丘 （障）短期入所 天白区八幡山746-1
社会福祉法人 新生会 あしたの丘 相談支援事業（特定・障害児） 天白区八幡山746-1
社会福祉法人 親愛の里 ぱれっとハウス （障）共同生活援助 中村区小鴨町６４　さんこおるこがも２０２
社会福祉法人 親愛の里 ジョブサポートフォルテ （障）就労移行支援 中村区竹橋町３８－８
社会福祉法人 親愛の里 ジョブサポートフォルテ （障）就労継続支援（Ｂ型） 中村区竹橋町３８－８
社会福祉法人 真人舎 さくら保育園 保育所 昭和区鶴羽町1丁目28番地1
社会福祉法人 真人舎 あおば保育園 保育所 緑区有松１００１
宗教法人 信正寺 中山保育園 保育所 瑞穂区中山町二丁目２７－２
宗教法人 信正寺 中山保育園 一時預かり事業 瑞穂区中山町二丁目２７－２
社会福祉法人 親和会 親愛保育園 幼保連携型認定こども園 港区本宮町３－１８
社会福祉法人 すぎな 作業所えがお （障）生活介護 港区西福田二丁目504
社会福祉法人 すぎな ヒュッゲおがわのもり （障）生活介護 港区新茶屋３－５０１－１
社会福祉法人 すぎな グループホームスマイル （障）共同生活援助 港区小賀須3丁目1617番地
社会福祉法人 すぎな グループホームスマイル （障）短期入所 港区小賀須3丁目1617番地
学校法人 椙山女学園 椙山女学園大学附属椙山こども園 幼保連携型認定こども園 名東区にじが丘1丁目12番地の４
学校法人 杉山第三学園 やしろ保育園 保育所 名東区社が丘三丁目108番
社会福祉法人 鈴村福祉会 白雲幼児園 保育所 中川区五女子二丁目１１－１３
社会福祉法人 諏訪福祉会 上小田井保育園 保育所 西区南川町110
社会福祉法人 諏訪福祉会 上小田井第二保育園 保育所 西区市場木町440
社会福祉法人 青山里会 びわじま介護センター 特別養護老人ホーム 西区枇杷島二丁目19-18
社会福祉法人 青山里会 びわじま介護センター 老人短期入所事業 西区枇杷島二丁目19-18
社会福祉法人 青山里会 びわじま介護センター 小規模多機能型居宅介護事業 西区枇杷島二丁目19-18
社会福祉法人 清洞会 特別養護老人ホーム　レスペート落合 特別養護老人ホーム 北区落合288番地
社会福祉法人 清洞会 レスペート落合 老人短期入所事業 北区落合288番地
社会福祉法人 成祥福祉会 こすも 特別養護老人ホーム 港区木場町２番地１２５
社会福祉法人 成祥福祉会 ケアハウスこすも 軽費老人ホーム 港区木場町２番地１２５
社会福祉法人 成祥福祉会 こすも 老人短期入所事業 港区木場町２番地１２５
社会福祉法人 清明福祉会 建国ビハーラ 特別養護老人ホーム 守山区青葉台２０６
社会福祉法人 清明福祉会 デイサービスセンター建国ビハーラ 老人デイサービスセンター 守山区青葉台２０６



経営主体 設置主体 名称 事業内容 所在地
社会福祉法人 清明福祉会 ケアハウス建国ビハーラ 軽費老人ホーム 守山区青葉台２０６
社会福祉法人 清明福祉会 建国ビハーラショートステイ 老人短期入所事業 守山区青葉台２０６
社会福祉法人 清明福祉会 ヘルパーステーション建国ビハーラ 老人居宅介護等事業 守山区青葉台２０６
社会福祉法人 清凉会 清凉園デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 中川区五女子町四丁目３２－１
社会福祉法人 清凉会 特別養護老人ホーム　内田橋清凉苑 特別養護老人ホーム 南区明治一丁目6-9
社会福祉法人 清凉会 特別養護老人ホーム　内田橋清凉苑 老人短期入所事業 南区明治一丁目6-9
社会福祉法人 清凉会 認定こども園清凉保育園 認定こども園 中川区五女子町四丁目３２－１
社会福祉法人 清凉会 認定こども園神の倉清凉保育園 幼保連携型認定こども園 緑区東神の倉３－１８０３
社会福祉法人 清凉会 子育て支援センターちゅうりっぷクラブ 地域子育て支援拠点事業 緑区東神の倉３－１８０３
社会福祉法人 清凉会 東神の倉清凉保育園 保育所 緑区東神の倉三丁目3407
社会福祉法人 清凉会 植園清凉保育園 保育所 名東区植園町三丁目24番地
社会福祉法人 青大悲福祉協会 清月荘 養護老人ホーム 中村区深川町３－８０
社会福祉法人 青大悲福祉協会 デイサービスセンター清月荘 老人デイサービスセンター 中村区深川町３－８０
社会福祉法人 青大悲福祉協会 清月荘 老人短期入所事業 中村区深川町３－８０
社会福祉法人 青大悲福祉協会 訪問介護清月荘 老人居宅介護等事業 中村区深川町３－８０
社会福祉法人 清新会 もりたかホーム （障）共同生活援助 守山区森孝一丁目1141
社会福祉法人 清新会 清新館 （障）生活介護 中村区名駅南3-4-16
社会福祉法人 清新会 障害者支援施設　森孝しぜんかん （障）施設入所支援 守山区森孝一丁目1141
社会福祉法人 清新会 障害者支援施設　森孝しぜんかん （障）生活介護 守山区森孝一丁目1141
社会福祉法人 清新会 障害者支援施設　森孝しぜんかん （障）短期入所 守山区森孝一丁目1141
社会福祉法人 清新会 障害者支援施設　森孝しぜんかん 相談支援事業（一般・特定・障害児） 守山区森孝一丁目1141
医療法人 生生会 グループホーム・ケアホーム　シード　マツカゲ （障）共同生活援助 中川区中須町237-1
医療法人 生生会 就労継続支援B型　松の実 （障）就労継続支援（Ｂ型） 中川区中須町237-1
一般社団法人 生活文化研究会蔵想 ドーミトリー夕陽 （障）共同生活援助 天白区中平四丁目１３０４　第２晴真マンション１０３

生活クラブ生活協同組合 生活クラブ保育ルームここいく 小規模保育事業 天白区野並二丁目７０
社会福祉法人 晴光会 晴光学院 児童養護施設 中村区烏森町３－２３－１
社会福祉法人 晴光会 晴光ホーム 地域小規模児童養護施設 中村区烏森町３－２３－１
社会福祉法人 晴光会 晴光学院 子育て短期支援事業 中村区烏森町３－２３－１
社会福祉法人 青山会 青山保育園 幼保連携型認定こども園 守山区青山台628番地18
社会福祉法人 聖英会 丘の上保育園 保育所 緑区高根山1-1601
社会福祉法人 聖英会 子育て支援センター 地域子育て支援拠点事業 緑区高根山1-1601
宗教法人 成福寺 瑠璃光幼児園 保育所 北区瑠璃光町１－８
宗教法人 清瀧寺 清瀧保育園 保育所 東区白壁二丁目５－７
宗教法人 清瀧寺 清瀧保育園 一時預かり事業 東区白壁二丁目５－７
宗教法人 誓光寺 よびつぎ保育園 保育所 南区汐田町７－２５
宗教法人 誓成寺 誓成保育園 保育所型認定こども園 港区津金一丁目１２－３
社会福祉法人 聖霊会 聖霊病院 医療保護施設 昭和区川名山町５６
株式会社 セカンドスクール ファミリーズひらなか園 保育所 西区平中町１００－２
株式会社 セカンドスクール ファミリーズおおだか園 保育所 緑区南大高四丁目１１０１
株式会社 セカンドスクール ファミリーズおおもり園 保育所 守山区大森１－２２０２
社会福祉法人 泉坊保育園 泉坊保育園 保育所 熱田区白鳥三丁目６－８
社会福祉法人 善常会 オレンジタウン笠寺 特別養護老人ホーム 南区前浜通２－１－２
社会福祉法人 善常会 ショートステイ オレンジタウン笠寺 老人短期入所事業 南区前浜通２－１－２
社会福祉法人 善常会 オレンジタウン笠寺デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 南区前浜通２－１－２
社会福祉法人 善常会 オレンジタウン笠寺Ⅱ 特別養護老人ホーム 南区前浜通２－１－３
特定非営利活動法人 全国重度障害者相談支援協会 自立生活センター・えくも 相談支援事業（一般・特定・障害児） 熱田区六番1-5-7
宗教法人 雲心寺 高蔵幼児園 保育所 熱田区尾頭町３－１９
宗教法人 宗福寺 一番町保育園 保育所 熱田区一番一丁目１９－３
社会福祉法人 相和福祉会 めぐみ保育園 保育所 緑区有松町大字桶狭間字愛宕西２３－７３
社会福祉法人 相和福祉会 子育て支援センターめぐみ 地域子育て支援拠点事業 緑区有松町大字桶狭間字愛宕西２３－７３
社会福祉法人 相和福祉会 おにぎりが空 幼保連携型認定こども園 緑区桶狭間西５０１
社会福祉法人 相和福祉会 りたの芽 幼保連携型認定こども園 緑区桶狭間清水山１８０６
社会福祉法人 大成福祉会 デイサービスセンター大生 老人デイサービスセンター 南区西又兵ヱ町３－７４
社会福祉法人 太陽の家 やまさと保育園 保育所 昭和区山里町８５－１
社会福祉法人 大成福祉会 大生幼児園 幼保連携型認定こども園 南区西又兵ヱ町３－７４
社会福祉法人 大成福祉会 みやまえ保育園 保育所 北区上飯田南町４－１－１８
社会福祉法人 大幸福祉会 特別養護老人ホーム　幸楽荘 特別養護老人ホーム 港区小川一丁目１７番地
社会福祉法人 大幸福祉会 デイサービスセンター幸楽荘 老人デイサービスセンター 港区小川一丁目１７番地
社会福祉法人 大幸福祉会 幸楽荘（指定短期入所生活介護事業所） 老人短期入所事業 港区小川一丁目１７番地
社会福祉法人 大幸福祉会 特別養護老人ホーム　第二幸楽荘 特別養護老人ホーム 港区小川一丁目１９番地
社会福祉法人 大幸福祉会 ショートステイ　第二幸楽荘 老人短期入所事業 港区小川一丁目１９番地
社会福祉法人 大幸福祉会 ユニオンワークス （障）生活介護 港区大手町六丁目33-3
社会福祉法人 大幸福祉会 ユニオンワークス （障）就労継続支援（Ｂ型） 港区大手町六丁目33-3
社会福祉法人 大幸福祉会 ユニオンキッズ 障害児通所支援事業（放課後等デイサービス） 港区大手町六丁目33-3
社会福祉法人 大幸福祉会 第２ユニオンワークス （障）生活介護 港区名四町131番地の２



経営主体 設置主体 名称 事業内容 所在地
社会福祉法人 大幸福祉会 ユニオンジュニア 放課後等デイサービス 港区大手町六丁目33-3
宗教法人 大幸寺 大幸保育園 保育所 東区大幸四丁目１２－２８
社会福祉法人 大幸福祉会 みかづき保育園 保育所 中川区一色新町三丁目７０７
社会福祉法人 大同福祉会 ゆうあいの里大同 特別養護老人ホーム 南区白水町２０番地
社会福祉法人 大同福祉会 ゆうあいの里大同 老人短期入所事業 南区白水町２０番地
宗教法人 大法寺 大法寺愛児園 保育所 瑞穂区雁道町２－１７
社会福祉法人 高坂福祉会 特別養護老人ホーム高坂苑 特別養護老人ホーム 天白区高坂町１９７－１
社会福祉法人 高坂福祉会 デイサービスセンター高坂苑 老人デイサービスセンター 天白区高坂町１９７－１
社会福祉法人 高坂福祉会 ショートステイ高坂苑 老人短期入所事業 天白区高坂町１９７－１
社会福祉法人 高坂福祉会 グループホーム高坂苑 認知症対応型老人共同生活援助事業 天白区高坂町１９７－１
社会福祉法人 高坂福祉会 訪問介護事業所　高坂苑 訪問介護 天白区高坂町１９７－１
社会福祉法人 高坂福祉会 デイサービスセンター大根 老人デイサービスセンター 天白区大根町５８
社会福祉法人 高針福祉会 西山保育園 保育所 名東区西山本通3-7-2
社会福祉法人 高針福祉会 極楽保育園 保育所 名東区大針一丁目２６６
社会福祉法人 高針福祉会 子育て支援センターごくらく 地域子育て支援拠点事業 名東区大針一丁目２６６
社会福祉法人 多加良浦学園 たからうらこども園 幼保連携型認定こども園 港区多加良浦町５－３
社会福祉法人 多加良浦学園 名古屋ドレミこども園 幼保連携型認定こども園 港区秋葉二丁目110
社会福祉法人 多加良浦学園 子育て支援センター 地域子育て支援拠点事業 港区秋葉二丁目110
学校法人 高岸学園 まえだの森保育園 保育所 中川区前田西町2丁目1008
学校法人 竹川学園 富士文化幼稚園 幼稚園型認定こども園 港区小須賀一丁目８０１番地
社会福祉法人 多治見清凉会 徳重清凉保育園 保育所 緑区徳重２－１００２

たすけあい名古屋・名古屋市天白区社会福祉協議会コンソーシアム 名古屋市天白福祉会館 老人福祉センター 天白区池場五丁目1801
社会福祉法人 地域福祉コミュニティほほえみ 地域密着型特別養護老人ホームひらばりみなみ 特別養護老人ホーム 天白区平針南2丁目1002番地の1
社会福祉法人 地域福祉コミュニティほほえみ ほほえみあるけるデイサービス 老人デイサービスセンター 天白区平針南2丁目1002番地の1
社会福祉法人 地域福祉コミュニティほほえみ ショートステイほほえみ 老人短期入所事業 天白区平針南2丁目1002番地の1
社会福祉法人 千種福祉会 うえの授産所 （障）生活介護 千種区北千種二丁目1番44号
社会福祉法人 千種福祉会 うえの授産所 （障）就労継続支援（Ｂ型） 千種区北千種二丁目1番44号
社会福祉法人 千種福祉会 うえのホーム （障）共同生活援助 千種区北千種二丁目1番44号
社会福祉法人 千種福祉会 千種区障害者基幹相談支援センター 相談支援事業（一般・特定・障害児） 千種区北千種二丁目1番44号
社会福祉法人 千種福祉会 地域活動支援センターたかみ （障）地域活動支援事業 千種区北千種二丁目1番44号
社会福祉法人 千種福祉会 うえのホーム (障)短期入所 千種区北千種二丁目1番44号
社会福祉法人 ちくさ学園 猫洞保育園 保育所 千種区猫洞通4-25-1
社会福祉法人 ちくさ学園 千草保育園 幼保連携型認定こども園 千種区下方町三丁目３－１
社会福祉法人 ちくさ学園 千草保育園 一時預かり事業 千種区下方町三丁目３－１
社会福祉法人 ちくさ学園 子育て支援センター「すくすく」 地域子育て支援拠点事業 千種区下方町三丁目３－１
社会福祉法人 ちくさ学園 ちくさキッズ 放課後児童健全育成事業 千種区下方町三丁目３－１
社会福祉法人 茶屋福祉記念会 茶屋とくしげ保育園 幼保連携型認定こども園 緑区元徳重二丁目１０３番地
社会福祉法人 中央有鄰学院 乳児院ほだか 乳児院 緑区大高台二丁目１７１８番地
社会福祉法人 中央有鄰学院 乳児院ほだか 子育て短期支援事業 緑区大高台二丁目１７１８番地
社会福祉法人 中央有鄰学院 ゆうりん 児童養護施設 緑区大高台二丁目１７１８番地
社会福祉法人 中央有鄰学院 ゆうりん 子育て短期支援事業 緑区大高台二丁目１７１８番地
社会福祉法人 中央有鄰学院 きょうわ 自立援助ホーム 緑区桶狭間巻山３０３
社会福祉法人 中央有鄰学院 かえで 地域小規模児童養護施設 緑区南大高１丁目２２１１
社会福祉法人 中央有鄰学院 ふれあいセンターおおだか 地域子育て支援拠点事業 緑区大高台二丁目１７１８番地
社会福祉法人 中日会 Ｅ－スカイ幼児園 保育所 中区丸の内三丁目８番１４号

中央出版㈱ アイン千種保育室 小規模保育事業 千種区北千種３－２ 合同宿舎５－１１１
中央出版㈱ アインみどり保育室 小規模保育事業 緑区篠の風２－１９８

社会福祉法人 長生福寿会 二方の郷 特別養護老人ホーム 西区二方町１５番地
社会福祉法人 長生福寿会 二方の郷 老人短期入所事業 西区二方町１５番地
社会福祉法人 長円寺福祉会 中村保育園 保育所 中村区中村町加藤屋敷３
社会福祉法人 長円寺福祉会 子育て支援センターなかむら 地域子育て支援拠点事業 中村区中村町加藤屋敷３
社会福祉法人 九十九会 ユートピアつくも 特別養護老人ホーム 中区新栄三丁目３２－１７
社会福祉法人 九十九会 ユートピアつくもデイサービスセンター 老人デイサービスセンター 中区新栄三丁目３２－１７
社会福祉法人 九十九会 ユートピアつくも短期入所生活介護事業所 老人短期入所事業 中区新栄三丁目３２－１７
社会福祉法人 九十九会 ユートピア第２つくも 特別養護老人ホーム 守山区鼓が丘１－１１５
社会福祉法人 九十九会 ユートピア第２つくもデイサービスセンター 老人デイサービスセンター 守山区鼓が丘１－１１５
社会福祉法人 九十九会 ケアハウスユートピア第２つくも 軽費老人ホーム 守山区鼓が丘１－１１５
社会福祉法人 九十九会 ユートピア第2つくも 老人短期入所事業 守山区鼓が丘１－１１５
社会福祉法人 九十九会 ユートピア第2つくもユニット 特別養護老人ホーム 守山区鼓が丘１－１１５
社会福祉法人 九十九会 名古屋市緑寿荘 軽費老人ホーム 守山区小幡北１９０２番地
社会福祉法人 九十九会 デイサービスセンターつくも 老人デイサービスセンター 守山区百合が丘２１０１
NPO法人 つながる子育てにじいろ 名古屋市地域子育て支援拠点まぁぶる 地域子育て支援拠点事業 瑞穂区土市町1-50-3
NPO法人 つながる子育てにじいろ 名古屋市地域子育て支援拠点にじいろ 地域子育て支援拠点事業 天白区平針南１－２００６
社会福祉法人 貞徳会 特別養護老人ホーム川名山荘 特別養護老人ホーム 昭和区川名山町6番7
社会福祉法人 貞徳会 特別養護老人ホーム川名山荘 老人短期入所事業 昭和区川名山町6番7



経営主体 設置主体 名称 事業内容 所在地
社会福祉法人 天白原福祉会 千寿乃里 特別養護老人ホーム 天白区原三丁目１９０５番地
社会福祉法人 天白原福祉会 千寿乃里 老人短期入所事業 天白区原三丁目１９０５番地

天白区障害者基幹相談支援センターコンソーシアム 天白区障害者基幹相談支援センター本部 相談支援事業（基幹） 天白区原二丁目3511番地　ルミエール原1階
社会福祉法人 天長福祉会 てんちょうくすのき保育園 保育所 北区西味鋺三丁目813番地
社会福祉法人 天成園 シャーローム保育園 保育所 天白区土原二丁目２０９
社会福祉法人 天白福祉会 めばえ保育園 保育所 天白区平針一丁目１８０８
社会福祉法人 天白福祉会 子育て支援センター 地域子育て支援拠点事業 天白区平針一丁目１８０８
社会福祉法人 天白福祉会 あおぞら保育園 保育所 天白区中平一丁目1902番地
社会福祉法人 天白福祉会 みつば保育園 保育所 天白区大根町57番地
宗教法人 東海寺 認定こども園　正木幼児園 保育所 中区古渡町１６－１１
社会福祉法人 東愛 東愛保育園 保育所 瑞穂区前田町一丁目１－９
社会福祉法人 東海福祉会 箱舟保育園 保育所 南区鳥鳥栖一丁目１５－３２
社会福祉法人 桃水会 並木保育園 保育所 中村区並木一丁目２３
社会福祉法人 頭護会 鳴海保育園 保育所 緑区鳴海町字作町８４
社会福祉法人 頭護会 鳴海保育園 一時預かり事業 緑区鳴海町字作町８４

東海ナーサリー株式会社 イオンモール熱田保育室 小規模保育事業 熱田区六野１－２－１１イオンモール熱田店内
東海ナーサリー株式会社 なないろ保育室名駅西 小規模保育事業 中村区竹橋町10番10号竹橋店舗103号

社会福祉法人 道徳福祉会 はるかぜ 特別養護老人ホーム 南区要町四丁目１３番地
社会福祉法人 道徳福祉会 ショートステイはるかぜ 老人短期入所事業 南区要町四丁目１３番地
社会福祉法人 道徳福祉会 デイサービスセンターはるかぜ 老人デイサービスセンター 南区観音町六丁目２０
社会福祉法人 道徳福祉会 幼保連携型認定こども園　道徳保育園 幼保連携型認定こども園 南区観音町６－２０
社会福祉法人 徳重福祉会 みどり保育園 保育所 緑区徳重５－４１２
株式会社 トットメイト トット保育園庄内通 保育所 西区香呑町6丁目2番
社会福祉法人 富田福祉会 松寿苑 特別養護老人ホーム 中川区中須町２３５
社会福祉法人 富田福祉会 松寿苑 老人短期入所事業 中川区中須町２３５
社会福祉法人 富田福祉会 敬寿の里 老人短期入所事業 中川区法華西町三丁目8番地
社会福祉法人 富田福祉会 富田作業所 （障）生活介護 中川区かの里二丁目212
社会福祉法人 共育ちの会 あかつき保育園 保育所 西区上名古屋四丁目１３－３２
社会福祉法人 共育ちの会 あかつき保育園 一時預かり事業 西区上名古屋四丁目１３－３２
社会福祉法人 共育ちの会 子育て支援センター 地域子育て支援拠点事業 西区上名古屋四丁目１３－３２
社会福祉法人 共育ちの会 あかつき三の丸保育園 保育所 中区三の丸1-7-6
社会福祉法人 共育ちの会 あかつき田幡保育園 保育所 北区柳原三丁目6-41
社会福祉法人 なかまの家 なかまの家大杉 老人デイサービスセンター 北区大杉三丁目２０－１８

中村区名身連・親愛の里共同事業体 中村区障害者基幹相談支援センター 相談支援事業（基幹） 中村区豊国通3-10
中村区名身連・親愛の里共同事業体 親愛の里そよかぜ 地域活動支援事業（精神障害者） 中村区豊国通3-10

更生保護法人 中協園 更生保護法人　中協園 更生保護施設 東区白壁二丁目２０－１８
社会福祉法人 名古屋厚生会 名古屋厚生会館ワークス （障）生活介護 西区則武新町一丁目23-12
社会福祉法人 名古屋厚生会 五条荘 母子生活支援施設 南区五条町３－１
社会福祉法人 名古屋厚生会 名古屋厚生会館愛のホーム 母子生活支援施設 西区栄生一丁目２－２
社会福祉法人 名古屋厚生会 名古屋厚生会館第一保育園 保育所 西区栄生一丁目２－２
社会福祉法人 名古屋厚生会 名古屋厚生会館第二保育園 保育所 西区名西一丁目１０－１０
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 名古屋市清風荘 軽費老人ホーム 千種区香流橋一丁目２－２６
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス希望ヶ丘 特別養護老人ホーム 千種区希望ヶ丘二丁目３番地９号
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス希望ヶ丘デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 千種区希望ヶ丘二丁目３番地９号
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス希望ヶ丘 老人短期入所事業 千種区希望ヶ丘二丁目３番地９号
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス出来町 特別養護老人ホーム 東区出来町三丁目１６－１１
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス出来町デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 東区出来町三丁目１６－１１
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス出来町 老人短期入所事業 東区出来町三丁目１６－１１
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス名西 特別養護老人ホーム 西区名西一丁目２４－８
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス名西デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 西区名西一丁目２４－８
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 ケアハウス名西 軽費老人ホーム 西区名西一丁目２４－８
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス名西 老人短期入所事業 西区名西一丁目２４－８
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス名楽 特別養護老人ホーム 中村区名楽町四丁目７番地１８号
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 ケアハウス名楽 軽費老人ホーム 中村区名楽町四丁目７番地１８号
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス名楽 老人短期入所事業 中村区名楽町四丁目７番地１８号
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス福原 特別養護老人ホーム 昭和区福原町一丁目４０
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス福原デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 昭和区福原町一丁目４０
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 ケアハウス福原 軽費老人ホーム 昭和区福原町一丁目４０
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス福原 老人短期入所事業 昭和区福原町一丁目４０
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス岳見 特別養護老人ホーム 瑞穂区岳見町３丁目４－１
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス岳見デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 瑞穂区岳見町３丁目４－１
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス岳見 老人短期入所事業 瑞穂区岳見町３丁目４－１
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス横田 特別養護老人ホーム 熱田区横田二丁目３－３５
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス横田デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 熱田区横田二丁目３－３５
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス横田 老人短期入所事業 熱田区横田二丁目３－３５



経営主体 設置主体 名称 事業内容 所在地
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス野跡 特別養護老人ホーム 港区野跡五丁目２－３
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス野跡デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 港区野跡五丁目２－３
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 ケアハウス野跡 軽費老人ホーム 港区野跡五丁目２－３
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス野跡 老人短期入所事業 港区野跡五丁目２－３
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス丸池 特別養護老人ホーム 港区丸池町一丁目３番地
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス丸池デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 港区丸池町一丁目３番地
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス丸池 老人短期入所事業 港区丸池町一丁目３番地
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス神宮寺 特別養護老人ホーム 港区神宮寺二丁目２０１
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス神宮寺 老人短期入所事業 港区神宮寺二丁目２０１
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス三条 特別養護老人ホーム 南区三条二丁目１６－４２
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス三条デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 南区三条二丁目１６－４２
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 ケアハウス三条 軽費老人ホーム 南区三条二丁目１６－４２
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス三条 老人短期入所事業 南区三条二丁目１６－４２
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス滝ノ水 特別養護老人ホーム 緑区滝の水三丁目２１０３
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス滝ノ水デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 緑区滝の水三丁目２１０３
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 なごやかハウス滝ノ水 老人短期入所事業 緑区滝の水三丁目２１０３
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 デイサービスセンター大金 老人デイサービスセンター 西区大金町二丁目４
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 デイサービスセンター星ヶ丘 老人デイサービスセンター 千種区星ヶ丘一丁目２３－７
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 デイサービスセンター春田 老人デイサービスセンター 中川区春田二丁目３２
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 デイサービスセンター橋本 老人デイサービスセンター 千種区橋本町２－３７
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 デイサービスセンター鶴舞 老人デイサービスセンター 昭和区鶴舞四丁目２－９
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 デイサービスセンター浦里 老人デイサービスセンター 緑区浦里一丁目３２－１
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 デイサービスセンター松軒 老人デイサービスセンター 千種区松軒二丁目１２－３
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 デイサービスセンター向島 老人デイサービスセンター 中村区向島町五丁目２８－８
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 デイサービスセンター平和が丘 老人デイサービスセンター 名東区平和が丘五丁目３２
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 デイサービスセンター猪高台 老人デイサービスセンター 名東区猪高台二丁目１２１６
社会福祉法人 なごや福祉施設協会 デイサービスセンター香流橋 老人デイサービスセンター 千種区香流橋一丁目２－２６
社会福祉法人 なごや平和福祉会 デイサービスセンターへいわ 老人デイサービスセンター 中区平和二丁目２－３６
社会福祉法人 なごや平和福祉会 グループホームへいわ 認知症対応型老人共同生活援助事業 中区平和二丁目２－３６
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 瀬古第二マザー園 養護老人ホーム 守山区瀬古二丁目３０１番地
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 瀬古第一マザー園 特別養護老人ホーム 守山区瀬古二丁目３０１番地
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 瀬古マザー園デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 守山区瀬古二丁目３０１番地
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 瀬古マザー園短期入所生活介護事業所 老人短期入所事業 守山区瀬古二丁目３０１番地
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 矢田マザー園デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 東区矢田四丁目８－２
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 地域活動支援センターあちぇっとほーむ 地域活動支援事業（デイサービス型） 港区港楽二丁目１０－２４
社会福祉法人 名古屋ライトハウス わくわくキッズ 障害児通所支援事業（児童発達支援・放課後等デイサービス） 港区港楽二丁目１０－２４
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 障害者支援施設　戸田川グリーンヴィレッジ （障）施設入所支援 中川区富永一丁目１６番地の１
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 障害者支援施設　戸田川グリーンヴィレッジ （障）生活介護 中川区富永一丁目１６番地の１
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 障害者支援施設　戸田川グリーンヴィレッジ （障）短期入所 中川区富永一丁目１６番地の１
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 戸田川障害者相談センター 相談支援事業（一般・特定・障害児） 中川区富永一丁目１６番地の１
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 緑風 （障）就労継続支援（Ｂ型） 千種区猫洞通１－１５
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 名古屋盲人情報文化センター 視聴覚障害者情報提供施設 港区港場一丁目１－６５
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 明和寮 （障）生活介護 港区十一屋一丁目７０－５
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 明和寮 （障）就労移行支援 港区十一屋一丁目７０－５
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 明和寮 （障）就労継続支援（Ｂ型） 港区十一屋一丁目７０－５
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 明和障害者相談センター 相談支援事業（一般・特定・障害児） 港区十一屋一丁目７０－５
社会福祉法人 名古屋ライトハウス あかり 福祉ホーム 港区十一屋一丁目７０－５
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 黎明荘 福祉ホーム 港区十一屋一丁目７０－５
社会福祉法人 名古屋ライトハウス みなとガイドネット （障）居宅介護・重度訪問介護・移動支援・同行援護 港区十一屋一丁目７０－５
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 障害者支援施設　光和寮 （障）施設入所支援 昭和区川名町１－５
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 障害者支援施設　光和寮 （障）生活介護 昭和区川名町１－５
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 障害者支援施設　光和寮 （障）就労継続支援（Ｂ型） 昭和区川名町１－５
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 光和障害者相談センター 相談支援事業（一般・特定・障害児） 昭和区塩付通４－１５
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 福祉ホームかわな 福祉ホーム 昭和区川名本町１－２
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 福祉ホームやすだ 福祉ホーム 昭和区川名町１－５
社会福祉法人 名古屋ライトハウス クリエイト川名 地域活動支援事業（デイサービス型） 昭和区川名本町１－２０
社会福祉法人 名古屋ライトハウス ガイドネットあいさぽーと （障）居宅介護・移動支援・同行援護 昭和区川名本町１－２０
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 港ワークキャンパス （障）就労継続支援（Ａ型） 港区十一屋一丁目７０－４
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 港ワークキャンパス （障）就労継続支援（Ｂ型） 港区十一屋一丁目７０－４
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 福祉ホームみなと 福祉ホーム 港区十一屋一丁目７０－４
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 光和寮 就労定着支援 千種区仲田１－１０－１７仲田ビル１F
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 明和就労定着支援事業 就労定着支援事業 港区十一屋１－７０－４
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 日々のくらし相談室 一般・特定障害児相談支援 熱田区大宝１－１－１ｳﾞｪﾙｸﾚｰﾄ日比野A-1104
社会福祉法人 名古屋ライトハウス 障害者支援施設　光和寮 （障）就労移行支援 千種区仲田１－１０－１７仲田ビル１F
社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会 名身連第二ワークス・第二デイサービス （障）就労継続支援（Ｂ型） 中村区中村町7-84-1



経営主体 設置主体 名称 事業内容 所在地
社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会 名身連第二ワークス・第二デイサービス （障）生活介護 中村区中村町7-84-1
社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会 名身連聴覚言語障害者情報文化センター 視聴覚障害者情報提供施設 中村区中村町7丁目84番地の1
社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会 名身連第一ワークス・第一デイサービス （障）就労移行支援 熱田区横田二丁目4番22号
社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会 名身連第一ワークス・第一デイサービス （障）就労継続支援（Ｂ型） 熱田区横田二丁目4番22号
社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会 名身連第一ワークス・第一デイサービス （障）生活介護 熱田区横田二丁目4番22号
社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会 名身連ヘルパーセンター 同行援護事業等 熱田区横田二丁目4番16号
社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会 障害者相談センターめいしんれん 特定相談事業 中村区荒輪井町一丁目１４番
社会福祉法人 名古屋市身体障害者福祉連合会 名身連グループホーム中村 共同生活援助 中村区荒輪井町一丁目１４番
社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団 名古屋市障害者スポーツセンター 身体障害者福祉センター 名東区勢子坊二丁目１５０１番地
社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団 名古屋市総合リハビリテーションセンター （障）施設入所支援 瑞穂区弥富町字密柑山１番地の２
社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団 名古屋市総合リハビリテーションセンター （障）自立訓練（機能訓練） 瑞穂区弥富町字密柑山１番地の２
社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団 名古屋市総合リハビリテーションセンター （障）就労移行支援 瑞穂区弥富町字密柑山１番地の２
社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団 名古屋市総合リハビリテーションセンター （障）就労定着支援 瑞穂区弥富町字密柑山１番地の２
社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団 名古屋市総合リハビリテーションセンター （障）自立生活援助 瑞穂区弥富町字密柑山１番地の２
社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団 名古屋市総合リハビリテーションセンター 身体障害者福祉センター 瑞穂区弥富町字密柑山１番地の２
社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団 名古屋市総合リハビリテーションセンター 補装具製作施設 瑞穂区弥富町字密柑山１番地の２
社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団 名古屋市総合リハビリテーションセンター 補助犬訓練事業 瑞穂区弥富町字密柑山１番地の２
社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団 瑞穂区障害者基幹相談支援センター 相談支援事業（基幹） 瑞穂区弥富町月見ヶ岡５　ＮＴＴ西日本八事ビル１階
社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団 地域活動支援センターつきみがおか 地域活動支援事業（精神障害者） 瑞穂区弥富町月見ヶ岡５　ＮＴＴ西日本八事ビル１階
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 障害者支援施設　サポートセンターbeing小本 （障）生活介護 中川区小本一丁目２０－３７
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 障害者支援施設　サポートセンターbeing小本 （障）施設入所支援 中川区小本一丁目２０－３７
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 サポートセンターbeing小本 指定短期入所事業 中川区小本一丁目２０－３７
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 相談支援センター小本 相談支援事業（一般・特定・障害児） 中川区小本一丁目２０－３７
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 中川区障害者基幹相談支援センター 相談支援事業（基幹） 中川区小本一丁目２０－３７
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 ジョブサポートセンターbeing桜山 （障）就労継続支援（Ｂ型） 昭和区下構町1-3
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 桜山グループホーム （障）共同生活援助 昭和区下構町1-3
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 天神山いこいの家 いこいの家事業 西区天神山町２－８
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 サポートセンターbeing若水 （障）生活介護 千種区若水三丁目２１－２２
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 サポートセンターbeing若水 （障）就労継続支援（Ｂ型） 千種区若水三丁目２１－２２
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 サポートセンターbeing吹上 （障）生活介護 昭和区吹上町一丁目３５－７
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 サポートセンターbeing吹上 （障）就労継続支援（Ｂ型） 昭和区吹上町一丁目３５－７
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 ふきあげグループホーム （障）共同生活援助 昭和区吹上町一丁目３５－７
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 サポートセンターbeing瑞穂 （障）生活介護 瑞穂区神穂町7-35
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 サポートセンターbeing瑞穂 （障）就労継続支援（Ｂ型） 瑞穂区神穂町7-35
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 相談支援センター瑞穂 相談支援事業（特定・障害児） 瑞穂区神穂町7-35
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 サポートセンターbeingあつた （障）生活介護 熱田区神宮四丁目4-5
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 地域活動支援センターあつたいこい 地域活動支援事業（デイサービス型） 熱田区神宮四丁目4-5
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 あつたいこいの家 いこいの家事業 熱田区神宮四丁目4-5
社会福祉法人 名古屋西福祉会 デイサービスセンター東あじまさくら園 老人デイサービスセンター 北区東味鋺二丁目１５０５
社会福祉法人 名古屋西福祉会 桜木授産所 （障）生活介護 西区菊井一丁目21-16
社会福祉法人 名古屋西福祉会 桜木授産所 （障）就労継続支援（Ｂ型） 西区菊井一丁目21-16
社会福祉法人 名古屋西福祉会 桜木授産所則武新町 （障）就労継続支援（Ｂ型） 西区則武新町3-7-24 
社会福祉法人 名古屋西福祉会 さくらぎ相談支援センター 相談支援事業（特定・障害児） 西区菊井一丁目21-16
社会福祉法人 名古屋西福祉会 さくらぎホーム 共同生活援助 西区則武新町二丁目12番10号
社会福祉法人 名古屋東福祉協会　 山吹ワーキングセンター （障）生活介護 東区白壁一丁目41
社会福祉法人 名古屋東福祉協会　 障害者相談支援センターやまぶき 相談支援事業（特定・障害児） 東区筒井三丁目1番14号
社会福祉法人 名古屋東福祉協会　 やまぶきホーム （障）共同生活援助 東区出来町三丁目19番26号
社会福祉法人 名古屋東福祉協会　 ショートステイやまぶき・つつい （障）短期入所 東区筒井三丁目1番14号
社会福祉法人 名古屋東福祉協会　 山吹ワーキングセンター明倫 （障）生活介護 東区出来町三丁目19番26号
社会福祉法人 名古屋東福祉協会　 ショートステイやまぶき （障）短期入所 東区出来町三丁目19番26号
社会福祉法人 名古屋東福祉協会　 ヘルパーステーションやまぶき （障）居宅介護・重度訪問介護・移動支援 東区出来町三丁目19番26号

名古屋ライトハウス・まちかどサポートセンターコンソーシアム 港区障害者基幹相談支援センター 相談支援事業（基幹） 港区港栄一丁目1番22号　港栄店舗104号
名古屋ライトハウス・まちかどサポートセンターコンソーシアム 地域活動支援センターかもめくらぶ 地域活動支援事業（精神障害者） 港区港栄一丁目1番22号　港栄店舗104号

社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館 デイサービス友 老人デイサービスセンター 南区三吉町６－１７
社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館 南部地域療育センターそよ風 障害児通所支援事業（福祉型児童発達支援センター） 南区三吉町６－１７
社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館 障害児相談支援事業所そよ風 相談支援事業（障害児） 南区三吉町６－１７
社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館 発達センターあつた 障害児通所支援事業（福祉型児童発達支援センター） 熱田区神宮四丁目９－１２
社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館 デイサービスあつた 障害児通所支援事業（多機能型・児童発達支援・放課後等デイサービス） 熱田区神宮四丁目９－１２
社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館 障害児相談支援事業所あつた 相談支援事業（障害児） 熱田区神宮四丁目９－１２
社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館 発達センターちよだ 障害児通所支援事業（福祉型児童発達支援センター） 守山区小幡千代田２４－１７
社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館 デイサービスちよだ 障害児通所支援事業（多機能型・児童発達支援・放課後等デイサービス） 守山区小幡千代田２４－１７
社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館 障害児相談支援事業所ちよだ 相談支援事業（障害児） 守山区小幡千代田２４－１７
社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館 東部地域療育センターぽけっと 障害児通所支援事業（福祉型児童発達支援センター） 千種区猫洞通１－１５
社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館 障害児相談支援事業所ぽけっと 相談支援事業（障害児） 千種区猫洞通１－１５
社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館 菜の花保育園 保育所 南区三吉町６－１７



経営主体 設置主体 名称 事業内容 所在地
社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館 菜の花保育園 一時預かり事業 南区三吉町６－１７
社会福祉法人 名古屋キリスト教社会館 子育て支援センター　なのはな 地域子育て支援拠点事業 南区三吉町６－１７
公益財団法人 名古屋市千種母子福祉協会 名古屋市にじが丘荘 母子生活支援施設 名東区にじが丘３－１７
社会福祉法人 名古屋手をつなぐ育成会 桜山いこいの家 障害児通所支援事業（放課後等デイサービス） 昭和区下構町１－３

なごや・子ども子育て未来プロジェクト 名古屋市子ども・子育て支援センター 地域子育て支援拠点事業 中区栄３－１８－１
社会福祉法人 名古屋ライトハウス わくわくステップ 障害児通所支援事業（放課後等デイサービス） 港区港栄4丁目13-1
NPO法人 名古屋おやこセンター 地域子育て支援拠点おやこっこみなと 地域子育て支援事業 港区春田野２－２１０４
NPO法人 名古屋おやこセンター 地域子育て支援拠点おやこっこなか 地域子育て支援事業 中区丸の内１－１４－１２グランビル２階
NPO法人 名古屋おやこセンター 名古屋市前津児童館 児童厚生施設 中区大須４－１５－１５
NPO法人 名古屋おやこセンター 前津児童館留守家庭児童クラブ 放課後児童「健全育成事業 中区大須４－１５－１５
NPO法人 名古屋おやこセンター 名古屋市港児童館 児童厚生施設 港区寛政町7-28
NPO法人 名古屋おやこセンター 港児童館留守家庭児童クラブ 放課後児童健全育成事業 港区寛政町7-28
社会福祉法人 名古屋新生福祉会 新生保育園 保育所 西区天神山町３－７
社会福祉法人 名古屋新生福祉会 新生保育園 一時預かり事業 西区天神山町３－７
社会福祉法人 名古屋新生福祉会 新生第２保育園　さくらナーサリー 保育所 北区五反田町297
社会福祉法人 名古屋新生福祉会 新生東志賀保育園 保育所 北区志賀町5-2
社会福祉法人 名古屋新生福祉会 新生さくら保育園 保育所 北区五反田町295
社会福祉法人 名古屋新生福祉会 ふたば館 小規模保育事業 西区天神山町３－７
社会福祉法人 名古屋新生福祉会 名古屋市西区子育て応援拠点　桜木 子育て応援拠点 西区菊井一丁目28-13
社会福祉法人 名古屋厚生会 名古屋厚生会館クリーニングセンター 授産施設 西区則武新町一丁目２３－１２
社会福祉法人 名広愛児園 名広愛児園 児童養護施設 昭和区車田町１－１１
社会福祉法人 名広愛児園 名広愛児園 子育て短期支援事業 昭和区車田町１－１１
社会福祉法人 名広愛児園 スマイル 児童養護施設 昭和区車田町１－１１
社会福祉法人 名広愛児園 ニコニコ寮 児童養護施設 昭和区車田町１－１１
社会福祉法人 名広愛児園 名広愛児園 保育所 昭和区車田町１－１１
社会福祉法人 那爛陀学苑 那爛陀学苑 児童養護施設 緑区大清水三丁目１００３番地
社会福祉法人 那爛陀学苑 那爛陀学苑ハルモニー 児童養護施設 緑区大清水三丁目１０３０番地
社会福祉法人 鳴海福祉会 滝の水保育園 幼保連携型認定こども園 緑区滝ノ水一丁目３０１
社会福祉法人 鳴海福祉会 水広保育園 幼保連携型認定こども園 緑区諸の木三丁目802番地
社会福祉法人 ニコニコハウス ニコニコデイサービス鶴里 老人デイサービスセンター 南区鶴里町三丁目４０－１
社会福祉法人 ニコニコハウス ニコニコハウス鶴里 （障）生活介護 南区鶴里町三丁目40番地1
株式会社 にじいろ 小規模保育事業にじいろ 小規模保育事業 緑区桃山３－１６１４　近藤ハイツ１F
株式会社 ニチイ学館　名古屋支社 ニチイキッズ長須賀保育園 保育所 中川区長須賀三丁目905-1
株式会社 ニチイ学館　名古屋支社 ニチイキッズ高畑保育室 小規模保育事業 中川区高畑一丁目7番地　坪井ビル1F
株式会社 ニチイ学館　名古屋支社 ニチイキッズ吉津保育室 小規模保育事業 中川区吉津三丁目1004　市営住宅松下荘T-2　104号
株式会社 ニチイ学館　名古屋支社 ニチイキッズ浄心保育室 小規模保育事業 西区上名古屋三丁目25-15　ラ・キャッスル21浄心103号
株式会社 ニチイ学館　名古屋支社 ニチイキッズ川名保育室 小規模保育事業 昭和区折戸町5-40　ホーメスト川名1A
株式会社 ニチイ学館　名古屋支社 ニチイキッズ今池保育室 小規模保育事業 千種区内山2丁目11-21　第二中日本ビル
株式会社 ニチイ学館 ニチイキッズ元鳴尾保育園 保育所 南区元鳴尾町２６８－１
株式会社 ニチイ学館 ニチイキッズ守山南保育園 保育所 守山区天子田３－１０５
社会福祉法人 野並福祉会 野並デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 天白区福池二丁目３４０
社会福祉法人 野並福祉会 堀田デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 瑞穂区堀田通五丁目６－１
社会福祉法人 野並福祉会 堀田デイサービスセンター 認知症対応型デイサービスセンター 瑞穂区堀田通五丁目６－１
社会福祉法人 野並福祉会 野並保育園 保育所 天白区福池二丁目３４０
社会福祉法人 野並福祉会 小規模保育所　なのはな 小規模保育事業A型 天白区福池二丁目３６３
有限会社 野の花舎 日中活動センターやぐるまそう (障)生活介護 緑区鳴海町字中汐田２２２－１
有限会社 野の花舎 ヘルパーステーションおおばこ (障)居宅介護、重度訪問介護、行動介護、移動支援) 緑区鳴海町字中汐田２２２－１
有限会社 野の花舎 日中活動センターさくらそう (障)生活介護 緑区鹿山３－１２８
有限会社 野の花舎 相談支援カモミール 特定相談支援、障害児相談支援 緑区鹿山３０１
株式会社 パーソンズ はな保育室こがね 小規模保育事業 中川区五月通２－３５
株式会社 パーソンズ はな保育室おおすかんのん前 小規模保育事業 中区大須２－２０－３８
株式会社 パーソンズ はな保育園せんのんじ 保育所 中川区吉津４－２１０９
株式会社 パーソンズ はな保育園ひろじほんまち 保育所 昭和区広路本町５丁目３－１
株式会社 パーソンズ はな保育室しらかわこうえん前 小規模保育事業 中区大須一丁目７－１４パークIMビル１F
株式会社 パーソンズ はな保育園せきとり 保育所 瑞穂区関取町135番
社会福祉法人 白山福祉会 もみじ子ども園 幼保連携型認定こども園 守山区笹ヶ根一丁目１００３番地
社会福祉法人 白山福祉会 子育て支援センター「もみじひろば」 地域子育て支援拠点事業 守山区笹ヶ根一丁目１００３番地
社会福祉法人 白山福祉会 白山保育園 保育所 守山区小幡中一丁目１３－８
社会福祉法人 白山松栄会 松栄保育園 保育所 昭和区塩付通六丁目３番地
社会福祉法人 白水学園 白水保育園 認定こども園 南区鶴見通一丁目３－１１
社会福祉法人 白水学園 子育て支援センターはくすい 地域子育て支援拠点事業 南区鶴見通一丁目３－１１
社会福祉法人 白馬福祉会 川中保育園 保育所 北区中切町二丁目６４－１
社会福祉法人 白馬福祉会 川中保育園 一時預かり事業 北区中切町二丁目６４－１
社会福祉法人 八起社 養護老人ホーム　誠和荘 養護老人ホーム 天白区植田山二丁目１０１番地
社会福祉法人 八起社 特別養護老人ホーム　誠和荘 特別養護老人ホーム 天白区植田山二丁目１０１番地



経営主体 設置主体 名称 事業内容 所在地
社会福祉法人 八起社 特別養護老人ホーム　誠和荘 老人短期入所事業 天白区植田山二丁目１０１番地
社会福祉法人 八起社 デイサービスセンター　誠和荘 老人デイサービスセンター 天白区植田山二丁目１０１番地
医療法人 八誠会 のぞみ （障）就労継続支援（Ｂ型） 守山区守牧町１２８－１
医療法人 八誠会 グループホームきずな （障）共同生活援助 守山区守牧町１２８－１
社会福祉法人 八健会 おうすだきしめ保育園 保育園 港区小碓１－１３８
社会福祉法人 春の風 わんぱく保育園 保育所 港区春田野２－３１０１
一般財団法人 坂文種報徳会 栄保育園 保育所 中区新栄町二丁目４
一般財団法人 坂文種報徳会 栄夜間保育園 保育所 中区新栄町二丁目４

東区障害者基幹相談支援事業コンソーシアム 東区障害者基幹相談支援センター本部 相談支援事業（基幹） 東区筒井三丁目１番１４号
東区障害者基幹相談支援事業コンソーシアム 東区障害者基幹相談支援センターサテライト 相談支援事業（基幹） 東区山口町3番17号　プレズ名古屋徳川1Ａ

社会福祉法人 陽だまりの家 陽だまりこども園 幼保連携型認定こども園 名東区高針二丁目１８０１
社会福祉法人 陽だまりの家 陽だまりこども園 一時預かり事業 名東区高針二丁目１８０１
社会福祉法人 陽だまりの家 ひだまりkids八前保育園 保育所 名東区八前一丁目803番地
社会福祉法人 陽だまりの家 ひだまりkids茶屋ヶ坂こども園 幼保連携型認定こども園 千種区茶屋ヶ坂一丁目1303番地
社会福祉法人 陽だまりの家 かるがもハウス猪高台 小規模保育事業 名東区猪高台二丁目1201番地
社会福祉法人 陽だまりの家 かるがもハウス神丘 小規模保育事業 名東区神丘町二丁目32番地１
社会福祉法人 陽だまりの家 いのこし保育室 小規模保育事業 名東区香南1丁目418番ツインコート24ツインコート24 1階

社会福祉法人 ひまわり福祉会 障害者支援施設　ひまわりの風 （障）施設入所支援 名東区梅森坂三丁目３６０７
社会福祉法人 ひまわり福祉会 障害者支援施設　ひまわりの風 （障）生活介護 名東区梅森坂三丁目３６０７
社会福祉法人 ひまわり福祉会 障害者支援施設　ひまわりの風 （障）就労移行支援 名東区梅森坂三丁目３６０７
社会福祉法人 ひまわり福祉会 障害者支援施設　ひまわりの風 （障）短期入所 名東区梅森坂三丁目３６０７
社会福祉法人 ひまわり福祉会 障害者支援施設　ひまわりの風 相談支援事業（特定・障害児） 名東区梅森坂三丁目３６０７
社会福祉法人 ひまわり福祉会 ひまわりホーム （障）共同生活援助 名東区梅森坂三丁目３６０７
社会福祉法人 ひまわり福祉会 障害者支援施設　杜の家 （障）施設入所支援 名東区梅森坂三丁目４１０１
社会福祉法人 ひまわり福祉会 障害者支援施設　杜の家 （障）生活介護 名東区梅森坂三丁目４１０１
社会福祉法人 ひまわり福祉会 障害者支援施設　杜の家 （障）短期入所（空床） 名東区梅森坂三丁目４１０１
社会福祉法人 ひまわり福祉会 障害者支援施設　杜の家 相談支援事業（特定・障害児） 名東区梅森坂三丁目４１０１
社会福祉法人 日吉会 日吉保育園 保育所 中村区千成通３－１３
社会福祉法人 日吉会 日吉保育園 一時預かり事業 中村区千成通３－１３
社会福祉法人 平針福祉会 障害者支援施設　福寿荘 （障）生活介護 天白区天白町平針黒石２８７８－３５４
社会福祉法人 平針福祉会 障害者支援施設　福寿荘 （障）施設入所支援 天白区天白町平針黒石２８７８－３５４
社会福祉法人 平針福祉会 障害者支援施設　福寿荘 （障）短期入所 天白区天白町平針黒石２８７８－３５４
社会福祉法人 平針福祉会 若杉作業所 （障）生活介護 昭和区下構町１－３
社会福祉法人 平針福祉会 相談支援事業所わかすぎ 相談支援事業（特定・障害児） 昭和区下構町１－３
社会福祉法人 平針福祉会 障がい者ワークサポートセンターみーる平針 （障）就労継続支援（Ｂ型） 天白区平針台一丁目410番地の1
社会福祉法人 平針福祉会 障がい者日中活動支援センター　はあと平針 （障）生活介護 天白区天白町大字平針字黒石２８７８-３５４
社会福祉法人 フィロス 特別養護老人ホームフィロスみなと 特別養護老人ホーム 港区名港1-6-1
社会福祉法人 フィロス グループホーム　フィロスみなと 認知症対応型老人共同生活援助事業 港区名港1-6-1
社会福祉法人 フィロス もりの風こども園 幼保連携型認定こども園 守山区吉根太鼓ケ根3231-9
社会福祉法人 福誠会 守牧苑 特別養護老人ホーム 守山区守牧町１２８－５
社会福祉法人 福誠会 ショートステイ守牧苑 老人短期入所事業 守山区守牧町１２８－５
社会福祉法人 福誠会 第二守牧苑 特別養護老人ホーム 守山区市場11番22号
社会福祉法人 福誠会 ショートステイ第二牧守苑 老人短期入所事業 守山区市場11番22号
学校法人 福寿学園 にじいろこどもえん 幼保連携型認定こども園 西区笠取町4丁目６０
一般社団法人 ふじの会 こどもの園もくれん豊 小規模保育事業A型 南区豊一丁目３５番１９号ｻﾝｼｬｲﾝﾐﾅﾐⅡ1階西
一般社団法人 ふじの会 こどもの園もくれん明和 小規模型事業所内保育事業A型 南区豊１丁目３５－１ハイツ明和１０２
社会福祉法人 フジ福祉会 デイサービスセンター名東パラダイス 老人デイサービスセンター 名東区名東本通５－８
社会福祉法人 フジ福祉会 デイサービスセンター香南パラダイス 老人デイサービスセンター 名東区香南二丁目１３０１－１
社会福祉法人 フジ福祉会 名東保育園 保育所 名東区高間町１３５
社会福祉法人 フジ福祉会 名東保育園 一時預かり事業 名東区高間町１３５
社会福祉法人 フジ福祉会 名東保育園 地域子育て支援拠点事業 名東区高間町１３５
社会福祉法人 フジ福祉会 名東保育園 名古屋のびのび子育てサポート事業 名東区高間町１３５
社会福祉法人 フジ福祉会 うめもりざか保育園 保育所 名東区梅森坂四丁目102番地
社会福祉法人 ふたば会 ひおき保育園 幼保連携型認定こども園 中川区西日置一丁目５－１４
宗教法人 仏地院 音聞山保育園 保育所 天白区音聞山１６１３
宗教法人 仏地院 子育て支援センター 地域子育て支援拠点事業 天白区音聞山１６１３
社会福祉法人 フラワー園 フラワー園 特別養護老人ホーム 中川区尾頭橋四丁目１０－１８
社会福祉法人 フラワー園 フラワー園デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 中川区尾頭橋四丁目１０－１８
社会福祉法人 フラワー園 あんのん 特別養護老人ホーム 中川区西日置町４丁目２０１
社会福祉法人 フラワー園 ケアハウスほっとはっと 軽費老人ホーム 中川区西日置町１０－１０１
社会福祉法人 フラワー園 西日置フラワー園 老人デイサービスセンター 中川区西日置町１０－１０７
一般社団法人 ぷらっとココロ ぷらっとココロ 地域子育て支援拠点事業 昭和区雪見町２－１４
一般社団法人 ぷらっとココロ アーチ 地域子育て支援拠点事業 名東区社口２－９１４
社会福祉法人 ふれ愛名古屋 重症児者居宅介護・移動支援haru 障害福祉サービス（居宅介護） 昭和区長戸町５－４４桜山医療ビル３F
社会福祉法人 ふれ愛名古屋 重症児デイサービスnatsu 障害児通所支援事業（放課後等デイサービス） 昭和区長戸町５－４４桜山医療ビル３F



経営主体 設置主体 名称 事業内容 所在地
社会福祉法人 ふれ愛名古屋 重症児デイサービスHana 障害児通所支援事業（児童発達支援） 昭和区長戸町５－４４桜山医療ビル３F
社会福祉法人 ふれ愛名古屋 重症児デイサービスmei 障害児通所支援事業（放課後等デイサービス） 港区九番町４－６－１
社会福祉法人 ふれ愛名古屋 重度障がい者生活介護satsuki 障害福祉サービス事業（生活介護） 港区九番町４－６－１
社会福祉法人 ふれ愛名古屋 重症児デイサービスhoshi 障害児通所支援事業（放課後等デイサービス） 南区観音町５－１

保育所baboo 保育所baboo 小規模保育事業 天白区平針３－５０２　ゴールデンハイツ平針１F
社会福祉法人 葆光会 藤美苑 特別養護老人ホーム 千種区鍋屋上野町字北山３５１５
社会福祉法人 葆光会 藤美苑デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 千種区鍋屋上野町字北山３５１５
社会福祉法人 葆光会 藤美苑 老人短期入所事業 千種区鍋屋上野町字北山３５１５
社会福祉法人 芳龍福祉会 生活保護施設植田寮 救護施設 天白区植田山二丁目101番地
社会福祉法人 芳龍福祉会 生活保護施設植田寮 更生施設 天白区植田山二丁目101番地
社会福祉法人 ほうりん福祉会 大の木保育園 幼保連携型認定こども園 西区大野木二丁目１３５
社会福祉法人 ほうりん福祉会 子育て支援センターふわふわ 地域子育て支援拠点事業 西区大野木二丁目１３５
宗教法人 法然寺 戸田保育園 保育所 中川区戸田三丁目９０４
一般社団法人 本郷福祉会 本郷作業所 障害福祉サービス事業(就労継続支援Ｂ型) 名東区宝が丘２９２　Ceres宝が丘Ⅱ１F
一般社団法人 本郷福祉会 生活介護でんえん 障害福祉サービス事業(生活介護) 名東区貴船１－１５６
社会福祉法人 万喜福祉会 千成保育園 保育所 中村区千成通５－２７
社会福祉法人 まこと鳴滝会 まことながねだい保育園 保育所 緑区長根町１０８－１
社会福祉法人 まこと鳴滝会 まことたまいけ保育園 保育所 西区玉池町２３７
社会福祉法人 昌巳福祉会 さくらヶ丘保育園 保育所型認定こども園 緑区尾崎山一丁目６０９
社会福祉法人 松原福祉会 光が丘保育園 保育所 緑区相原郷二丁目９０３
社会福祉法人 瑞穂福祉会 豊岡保育園 保育所 瑞穂区内方町二丁目４番地
社会福祉法人 みその児童福祉会 鳴海聖園天使園 児童養護施設 緑区鳴海町字薬師山１５６
社会福祉法人 みその児童福祉会 鳴海聖園天使園 子育て短期支援事業 緑区鳴海町字薬師山１５６
社会福祉法人 みその児童福祉会 みそのホーム　ゆり 地域小規模施設 緑区藤塚二丁目９０２番地
社会福祉法人 みその児童福祉会 みそのホームもも 地域小規模施設 緑区鳴海町字薬師山１－３
社会福祉法人 みその児童福祉会 みそのラファエルこども園 幼保連携型認定こども園 緑区鳴海町字乙子山１
社会福祉法人 みつ福祉会 金山保育園 保育所 熱田区金山町一丁目１５－１
社会福祉法人 三葉あおい学園 あおいこども園 幼保連携型認定こども園 東区筒井一丁目12番38号
社会福祉法人 みどりフレンドリー福祉会 みどりみんなの家 （障）生活介護 緑区藤塚二丁目１０２０
社会福祉法人 みどりフレンドリー福祉会 天白みんなのホーム （障）共同生活援助 天白区大根町75番地　市営おおね荘8号棟406号室・503号室

社会福祉法人 緑の丘福祉会 どんぐり保育園 保育所 千種区仁座町１２０
社会福祉法人 緑の丘福祉会 子育て支援センター 地域子育て支援拠点事業 千種区仁座町１２０
社会福祉法人 緑の丘福祉会 ひまわり保育園 保育所 昭和区鶴舞町６５
社会福祉法人 みなと福祉会 うろじの家 （障）生活介護 港区西茶屋四丁目１１１
社会福祉法人 みなと福祉会 うろじの家 （障）短期入所 港区西茶屋四丁目１１１
社会福祉法人 みなと福祉会 イルカ作業所 （障）生活介護 港区秋葉一丁目191-2
社会福祉法人 みなと福祉会 しおかぜ作業所 （障）生活介護 港区正保町8-134
社会福祉法人 みなと福祉会 しおかぜ作業所 （障）就労継続支援（Ｂ型） 港区正保町8-134

南区障害者基幹相談支援センターコンソーシアム 南区障害者基幹相談支援センターサテライト 相談支援事業（基幹） 南区西桜町32番地
南区障害者基幹相談支援センターコンソーシアム 地域活動支援センタークォーレ 地域活動支援事業（精神障害者） 南区西桜町32番地

社会福祉法人 みなみ福祉会 笠寺幼児園 保育所型認定こども園 南区笠寺町字大門６３
社会福祉法人 みなみ福祉会 笠寺幼児園 一時預かり事業 南区笠寺町字大門６３
社会福祉法人 みなみ福祉会 平子幼児園 保育所 南区平子2丁目17-9
社会福祉法人 みなみ福祉会 名古屋市地域子育て支援拠点ぷるぷ 地域子育て支援拠点事業事業 南区平子２丁目１７－５
社会福祉法人 みのりの会 田代保育園 保育所 千種区山添町一丁目７５－２
株式会社 ミライメイク 学びメイク辻町保育室 小規模保育事業 北区辻町３－４９
社会福祉法人 明星会 明野保育園 幼保連携型認定こども園 熱田区明野町１０－１１
社会福祉法人 明星会 しおみが丘保育園 保育所 緑区潮見が丘一丁目４８－１
社会福祉法人 明星会 しおみが丘保育園 一時預かり事業 緑区潮見が丘一丁目４８－１
社会福祉法人 明星会 子育て支援センター 地域子育て支援拠点事業 緑区潮見が丘一丁目４８－１
社会福祉法人 むつみ福祉会 むつみグリーンハウス （障）生活介護 中区古渡町9-18
社会福祉法人 むつみ福祉会 なごみ居宅・移動サポートセンター （障）居宅介護・移動支援事業 中区古渡町9-18
社会福祉法人 むつみ福祉会 障害者相談センター一歩 相談支援事業（特定・障害児） 中区古渡町9-18
社会福祉法人 むつみ福祉会 名古屋市重症心身障害児者施設　ティンクルなごや 障害児入所施設（医療型障害児入所施設） 北区平手町1丁目1番5号
社会福祉法人 むつみ福祉会 名古屋市重症心身障害児者施設　ティンクルなごや （障）短期入所（空床） 北区平手町1丁目1番5号
社会福祉法人 むつみ福祉会 名古屋市重症心身障害児者施設　ティンクルなごや （障）療養介護 北区平手町1丁目1番5号
社会福祉法人 むつみ福祉会 中区障害者基幹相談支援センター 相談支援事業（基幹） 中区大須四丁目10番85号　山村ビル1階
社会福祉法人 名肢会 サンホープ名古屋 （障）生活介護 西区中小田井五丁目35
社会福祉法人 名肢会 ヘルパーステーションサンホープ （障）居宅介護 西区中小田井五丁目35
社会福祉法人 名肢会 サンホープ 相談支援事業（特定・障害児） 西区中小田井五丁目35
社会福祉法人 名肢会 グループホームサンホープ （障）共同生活援助 西区中小田井五丁目38
社会福祉法人 名肢会 短期入所サンホープ （障）短期入所 西区中小田井五丁目38

名肢会・よつ葉の会コンソーシアム 西区障害者基幹相談支援センター本部 相談支援事業（基幹） 西区中小田井五丁目38番地
名肢会・よつ葉の会コンソーシアム 西区障害者基幹相談支援センターサテライト 相談支援事業（基幹） 西区浄心一丁目1番6号　シティ・ファミリー浄心１０１号
名東区障害者基幹相談支援センターコンソーシアム 名東区障害者基幹相談支援センター本部 相談支援事業（基幹） 名東区社台三丁目109番地　第九ヤマケンビル2階



経営主体 設置主体 名称 事業内容 所在地
名東区障害者基幹相談支援センターコンソーシアム 地域活動支援センターかたつむり 地域活動支援事業（精神障害者） 名東区社台三丁目109番地　第九ヤマケンビル2階

社会福祉法人 明生会 うめさと保育園 保育所 緑区梅里１丁目１０１番
社会福祉法人 名南子どもの家 ほしざき保育園 保育所 南区鳴尾二丁目４７
社会福祉法人 名南子どもの家 子育て支援センターレンガのおうち 地域子育て支援拠点事業 南区鳴尾二丁目４７
社会福祉法人 名南子どもの家 あいかわ保育園 保育所 緑区相川一丁目１３３
社会福祉法人 名南子どもの家 みよし保育園 保育所 緑区南大高町二丁目203番地
社会福祉法人 名東福祉会 メイトウ・ワークス （障）生活介護 名東区勢子坊二丁目1303
社会福祉法人 名東福祉会 はまなす （障）生活介護 名東区高針台一丁目９１１
社会福祉法人 名東福祉会 指定相談事業所　はまなす 相談支援事業（特定・障害児） 名東区高針台一丁目９１１
社会福祉法人 名東福祉会 天白ワークス （障）生活介護 天白区御前場町327
社会福祉法人 名東福祉会 レジデンス日進 （障）施設入所支援 日進市浅田町上納58-4
社会福祉法人 名東福祉会 レジデンス日進 （障）生活介護 日進市浅田町上納58-4
社会福祉法人 名東福祉会 上ノ山ホーム （障）共同生活援助 日進市浅田町上ノ山12番地の1
社会福祉法人 名北福祉会 デイサービス町南 老人デイサービスセンター 守山区町南１９－２７
社会福祉法人 名北福祉会 デイサービス町南 （障）生活介護※基準該当 守山区町南１９－２７
社会福祉法人 名北福祉会 めいほく保育園 保育所 北区上飯田南町５－５２－２
社会福祉法人 名北福祉会 めいほく保育園 一時預かり事業 北区上飯田南町５－５２－２
社会福祉法人 名北福祉会 子育て支援センター 地域子育て支援拠点事業 北区上飯田南町５－５２－２
社会福祉法人 名北福祉会 第二めいほく保育園 保育所 北区上飯田南町一丁目１２－２
社会福祉法人 名北福祉会 なえしろ保育園 保育所 守山区野萩町2-61
社会福祉法人 名北福祉会 子育て支援センター 地域子育て支援拠点事業 守山区野萩町2-61
社会福祉法人 名北福祉会 なえしろ保育園 一時預かり事業 守山区野萩町2-61
社会福祉法人 名北福祉会 めいほく鳩岡の家 （障）生活介護 北区鳩岡町１－１－５
社会福祉法人 名北福祉会 めいほく共同作業所 （障）生活介護 北区上飯田北町４－３９
社会福祉法人 名北福祉会 めいほく友の家 （障）生活介護 北区如意二丁目１２４
社会福祉法人 明了会 稲葉地こども園 幼保連携型認定こども園 中村区稲葉地町３－２０
特定非営利活動法人 メルシー メルシーサポート （障）就労継続支援（Ｂ型） 名東区引山1丁目605番地
社会福祉法人 もえの会 作業所のどか （障）就労継続支援（Ｂ型） 守山区大森四丁目1604-2
社会福祉法人 もえの会 萠作業所 （障）就労継続支援（Ｂ型） 守山区菱池町５－１４

守山区障害者基幹相談支援共同事業体 守山区障害者基幹相談支援センターサテライト 相談支援事業（基幹） 守山区町北１１－５９
守山区障害者基幹相談支援共同事業体 やすらぎ 地域活動支援事業（精神障害者） 守山区町北１１－５９
守山区障害者基幹相談支援共同事業体 守山区障害者基幹相談支援センター本部 相談支援事業（基幹） 守山区下志段味穴ヶ洞2266番地の250

社会福祉法人 守西朝陽会 miraiこども園 保育所型認定こども園 守山区瀬古３－１１４８
社会福祉法人 八事福祉会 八事苑 特別養護老人ホーム 天白区大坪二丁目８０１番地
社会福祉法人 八事福祉会 八事苑 老人短期入所事業 天白区大坪二丁目８０１番地
社会福祉法人 八事福祉会 八事苑 老人デイサービスセンター 天白区大坪二丁目８０１番地
社会福祉法人 八事福祉会 第二八事苑 特別養護老人ホーム 天白区大坪二丁目７０１
社会福祉法人 八事福祉会 第二八事苑 特別養護老人ホーム 天白区大坪二丁目７０１
社会福祉法人 やすらぎの郷 オアシス楠 特別養護老人ホーム 北区落合町156
社会福祉法人 やすらぎの郷 オアシス楠 老人短期入所事業 北区落合町156
社会福祉法人 やすらぎの郷 特別養護老人ホームオアシス 特別養護老人ホーム 北区西味鋺一丁目901番地の15
社会福祉法人 やすらぎの郷 オアシス 老人短期入所事業 北区西味鋺一丁目901番地の15
社会福祉法人 やすらぎの郷 グループホームオアシス 認知症対応型老人共同生活援助事業 北区西味鋺一丁目901番地の15
社会福祉法人 やすらぎの郷 デイサービスオアシス 老人デイサービスセンター 北区西味鋺一丁目901番地の15
社会福祉法人 やすらぎの郷 ケアホームオアシス 障害福祉サービス（共同生活援助） 北区西味鋺一丁目901番地の15
社会福祉法人 やすらぎの郷 居宅介護支援事業所やすらぎの郷 老人居宅介護等事業 北区西味鋺一丁目901番地の15
社会福祉法人 やすらぎの郷 オアシスこども園 幼保連携型認定こども園 西区大野木四丁目４３番地
社会福祉法人 やすらぎの郷 名古屋市家庭保育室オアシス名西 小規模保育事業 西区又穂町四丁目53番地　八田ビル１F
社会福祉法人 やすらぎの郷 オアシスあじま保育園 保育所 北区楠味鋺五丁目１５０１番地
社会福祉法人 大和学園福祉会 望が丘せせらぎ保育園 保育所 名東区望が丘277
社会福祉法人 ゆうゆう会 ぜんしん保育園 保育所 港区善進本町１９１
社会福祉法人 ゆうゆう会 子育て支援センター 地域子育て支援拠点事業 港区善進本町１９１
社会福祉法人 ゆうゆう会 ゆうゆう乳児園 保育所 港区稲永四丁目１－１５
社会福祉法人 ゆたか福祉会 リサイクル港作業所 （障）就労継続支援（Ｂ型） 港区正徳町六丁目６９－１
社会福祉法人 ゆたか福祉会 ゆたか通勤寮 （障）自立訓練（生活訓練） 南区元塩町一丁目25-2
社会福祉法人 ゆたか福祉会 ゆたか通勤寮 相談支援事業（一般・特定・障害児） 南区元塩町一丁目25-2
社会福祉法人 ゆたか福祉会 ゆたか生活支援事業所なるお （障）共同生活援助 南区鳴尾１－３５５　ほしざきホーム内
社会福祉法人 ゆたか福祉会 つゆはし作業所　 （障）生活介護 中川区柳島町一丁目３－２
社会福祉法人 ゆたか福祉会 つゆはし作業所　 （障）就労継続支援（Ｂ型） 中川区柳島町一丁目３－２
社会福祉法人 ゆたか福祉会 ゆたか作業所 （障）生活介護 南区泉楽通四丁目５番地３
社会福祉法人 ゆたか福祉会 ゆたか作業所 （障）就労継続支援（Ｂ型） 南区泉楽通四丁目５番地３
社会福祉法人 ゆたか福祉会 ゆたか作業所相談支援事業所どうとく 相談支援事業（一般・特定・障害児） 南区泉楽通四丁目５番地３
社会福祉法人 ゆたか福祉会 リサイクルみなみ作業所 （障）就労継続支援（Ｂ型） 南区元塩町六丁目8番地5
社会福祉法人 ゆたか福祉会 みのり共同作業所 （障）生活介護 南区元塩町三丁目1-3
社会福祉法人 ゆたか福祉会 ふれあい共同作業所 （障）生活介護 南区南野二丁目１６８番地



経営主体 設置主体 名称 事業内容 所在地
社会福祉法人 ゆたか福祉会 ゆたか希望の家 （障）生活介護 緑区諸の木三丁目２４０７番地
社会福祉法人 ゆたか福祉会 ゆたか希望の家 （障）施設入所支援 緑区諸の木三丁目２４０７番地
社会福祉法人 ゆたか福祉会 ゆたか希望の家 （障）短期入所（空床） 緑区諸の木三丁目２４０７番地
社会福祉法人 ゆたか福祉会 ゆたか希望の家 相談支援事業（一般・特定・障害児） 緑区諸の木三丁目２４０７番地
社会福祉法人 ゆたか福祉会 なるみ作業所 （障）生活介護 緑区諸の木三丁目２４０７番地
社会福祉法人 ゆたか福祉会 なるみ作業所 （障）就労継続支援（Ｂ型） 緑区諸の木三丁目２４０７番地
社会福祉法人 ゆたか福祉会 みらいろ （障）生活介護 港区正保町八丁目110番地
社会福祉法人 ゆめネット ゆめとまと （障）生活介護 中川区荒子二丁目60番地　荒子ビル1階
社会福祉法人 ゆめネット ゆめれん相談支援センター 相談支援事業（特定・障害児） 中川区荒子二丁目60番地　荒子ビル1階
社会福祉法人 よつ葉の会 ケアセンターよつ葉 老人居宅介護等事業 守山区幸心１丁目５１１　メゾン郷２０５号
社会福祉法人 よつ葉の会 特別養護老人ホーム瀬古の家 特別養護老人ホーム 守山区瀬古東２－２０９－１
社会福祉法人 よつ葉の会 短期入所瀬古の家 老人短期入所事業 守山区瀬古東２－２０９－１
社会福祉法人 よつ葉の会 よつ葉作業所 （障）生活介護 西区笠取町四丁目77番
社会福祉法人 よつ葉の会 ケアセンターよつ葉 （障）居宅介護・重度訪問介護・行動援護 西区新福寺町一丁目41番地　ハイツ紫尾101号
社会福祉法人 よつ葉の会 笹塚グループホーム （障）共同生活援助 西区笹塚町二丁目５５－３
社会福祉法人 よつ葉の会 上堀越グループホーム （障）共同生活援助 西区上堀越町三丁目５７
社会福祉法人 よつ葉の会 障害者支援施設　よつ葉の家 （障）生活介護 西区新福寺町二丁目6-2
社会福祉法人 よつ葉の会 障害者支援施設　よつ葉の家 （障）施設入所支援 西区新福寺町二丁目6-2
社会福祉法人 よつ葉の会 障害者支援施設　よつ葉の家 （障）短期入所 西区新福寺町二丁目6-2
社会福祉法人 よつ葉の会 鳥見町作業所 （障）生活介護 西区鳥見町3丁目１６－２
社会福祉法人 よつ葉の会 新福寺町相談支援センター 相談支援事業（一般・特定・障害児） 西区新福寺町二丁目6-2
社会福祉法人 よつ葉の会 笠取グループホーム （障）共同生活援助 西区笠取町4-77
社会福祉法人 よつ葉の会 よつ葉こども園 保育所 守山区瀬古１丁目220番地の2
社会福祉法人 よつ葉の会 よつ葉ひろば 地域子育て支援拠点事業 守山区瀬古１丁目220番地の2
社会福祉法人 よつ葉の会 ケアセンターよつ葉幸心 （障）居宅介護・重度訪問介護・行動援護 守山区幸心１丁目５１１　メゾン郷２０５号
社会福祉法人 ラ・エール ビブレ （障）共同生活援助 中村区新富町５－３－１１
社会福祉法人 ラ・エール ラ・エール （障）生活介護 中村区橋下町2番38号
社会福祉法人 ラ・エール 中村作業所 （障）生活介護 中村区長筬町二丁目2-2
更生保護法人 立正園 立正園 更生保護施設 守山区大字大森字八龍２－１０１７
宗教法人 龍興寺 瑞雲保育園 保育所 昭和区御器所三丁目１－２９
社会福祉法人 緑生福祉会 南生苑 特別養護老人ホーム 南区西又兵ヱ町四丁目８番２
社会福祉法人 緑生福祉会 ケアハウス南生苑 軽費老人ホーム 南区西又兵ヱ町四丁目８番２
社会福祉法人 緑生福祉会 南生苑 老人短期入所事業 南区西又兵ヱ町四丁目８番２
社会福祉法人 緑生福祉会 南生苑デイサービスセンター 認知症対応型通所介護 南区西又兵ヱ町四丁目８番２
社会福祉法人 緑生福祉会 緑生苑 特別養護老人ホーム 緑区大高町上蝮池１４番
社会福祉法人 緑生福祉会 緑生苑デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 緑区大高町上蝮池１４番
社会福祉法人 緑生福祉会 緑生苑 老人短期入所事業 緑区大高町上蝮池１４番
特定非営利活動法人 わが家流子育て応援団ふりあん らららルーム 地域子育て支援拠点事業 昭和区広路町字石坂４８－５半僧坊マンション２F
株式会社 わかばコスモ わかばコスモ　極楽園 小規模保育事業 名東区極楽四丁目1404番地
株式会社 わかばコスモ わかばコスモ　一社園 小規模保育事業 名東区社台一丁目129番地
社会福祉法人 和進奉仕会 平田豊生苑 特別養護老人ホーム 西区平出町８７
社会福祉法人 和進奉仕会 デイサービスセンター平田豊生苑 老人デイサービスセンター 西区平出町８７
社会福祉法人 和進奉仕会 平田豊生苑 老人短期入所事業 西区平出町８７
社会福祉法人 和進奉仕会 和進館児童ホーム 児童養護施設 守山区廿軒家１３－３２
社会福祉法人 和進奉仕会 和進館児童ホーム 子育て短期支援事業 守山区廿軒家１３－３２
社会福祉法人 和進奉仕会 平田保育園 保育所 西区平出町８７
社会福祉法人 和進奉仕会 平田保育園 一時預かり事業 西区平出町８７
社会福祉法人 和進奉仕会 子育て支援センターきらきら 地域子育て支援拠点事業 西区平出町８７
社会福祉法人 和進奉仕会 和進館保育園 保育所 守山区長栄２０－１０
社会福祉法人 和進奉仕会 和進館保育園 小規模保育事業”えがお” 守山区西新２０番１１号１－B
社会福祉法人 和進奉仕会 和進館保育園子育て支援センター 地域子育て支援拠点事業 守山区長栄２０－１０
株式会社 早稲田エルダリーヘルス事業団 早稲田イーライフ名古屋北 老人デイサービスセンター 北区上飯田西町2-16
個人 まこと保育園 保育所 西区児玉二丁目２４－１３
個人 昭和保育園 認定こども園 昭和区村雲町１９丁目１番地
個人 すずらん幼児園 保育所型認定こども園 瑞穂区白竜町１－６１
個人 千年保育園 保育所 熱田区千年二丁目２８－６
個人 船方保育園 保育所 熱田区四番二丁目８－３
個人 松操保育園 保育所 中川区小本本町三丁目９２
個人 東起保育園 保育所 中川区東起町二丁目１７
個人 中野保育園 保育所 中川区丹後町１－８５
個人 島田子供の家 小規模保育事業A型 天白区高坂町340番地
個人 もやいっこ保育室 事業所内保育 中川区八田町２６０２
社会福祉法人 千種区社会福祉協議会 千種区在宅サービスセンター 老人デイサービスセンター 千種区西崎町二丁目４－１
社会福祉法人 千種区社会福祉協議会 名古屋市都福祉会館 老人福祉センター 千種区豊年町１５－９
社会福祉法人 千種区社会福祉協議会 名古屋市千種児童館 児童厚生施設 千種区振甫町３－３４



経営主体 設置主体 名称 事業内容 所在地
社会福祉法人 千種区社会福祉協議会 千種児童館留守家庭児童クラブ 放課後児童健全育成事業 千種区振甫町３－３４
社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会 名古屋市高岳福祉会館 老人福祉センター 東区泉二丁目２８－５
社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会 名古屋市高岳児童館 児童厚生施設 東区泉二丁目２８－５
社会福祉法人 名古屋市東区社会福祉協議会 高岳児童館留守家庭児童クラブ 放課後児童健全育成事業 東区泉二丁目２８－５

かくれんぼ・名古屋市北区社会福祉協議会コンソーシアム 名古屋市上飯田児童館 児童厚生施設 北区上飯田南町1-45-4
かくれんぼ・名古屋市北区社会福祉協議会コンソーシアム 上飯田児童館留守家庭児童クラブ 放課後児童健全育成事業 北区上飯田南町1-45-4

社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会 名古屋市天神山福祉会館 老人福祉センター 西区花の木三丁目18-12
社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会 名古屋市西児童館 児童厚生施設 西区花の木2-10-7
社会福祉法人 名古屋市西区社会福祉協議会 西児童館留守家庭児童クラブ 放課後児童健全育成事業 西区花の木2-10-7
社会福祉法人 名古屋市中村区社会福祉協議会 中村区デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 中村区名楽町四丁目７－１８
社会福祉法人 名古屋市中村区社会福祉協議会 名古屋市名楽福祉会館 老人福祉センター 中村区名楽町四丁目７－１８
社会福祉法人 名古屋市中村区社会福祉協議会 名古屋市中村児童館 児童厚生施設 中村区上米野町3-7
社会福祉法人 名古屋市中村区社会福祉協議会 中村児童館留守家庭児童クラブ 放課後児童健全育成事業 中村区上米野町3-7
社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会 デイサービスセンターなか 老人・認知症対応型デイサービスセンター 中区上前津二丁目１２－２３
社会福祉法人 名古屋市中区社会福祉協議会 名古屋市前津福祉会館 老人福祉センター 中区大須四丁目15-15
社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会 昭和区デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 昭和区御器所三丁目１８－１
社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会 名古屋市八事福祉会館 老人福祉センター 昭和区八事本町100-14
社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会 名古屋市白金児童館 児童厚生施設 昭和区白金1-20-24
社会福祉法人 名古屋市昭和区社会福祉協議会 白金児童館留守家庭児童クラブ 放課後児童健全育成事業 昭和区白金1-20-24
社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会 瑞穂区デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 瑞穂区佐渡町３－１８
社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会 名古屋市瑞穂福祉会館 老人福祉センター 瑞穂区萩山町1-22
社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会 名古屋市瑞穂児童館 児童厚生施設 瑞穂区萩山町1-22
社会福祉法人 名古屋市瑞穂区社会福祉協議会 瑞穂児童館留守家庭児童クラブ 放課後児童健全育成事業 瑞穂区萩山町1-22
社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会 熱田区デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 熱田区神宮三丁目１－１５
社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会 名古屋市熱田福祉会館 老人福祉センター 熱田区四番２－１０－１０
社会福祉法人 名古屋市熱田区社会福祉協議会 名古屋市熱田児童館 児童厚生施設 熱田区四番２－１０－１０
社会福祉法人 名古屋市港区社会福祉協議会 港区デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 港区港楽二丁目６－３２
社会福祉法人 名古屋市港区社会福祉協議会 名古屋市港福祉会館 老人福祉センター 港区寛政町7-28
社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会 南区デイサービスセンターひまわり 老人デイサービスセンター 南区前浜通３－１０
社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会 名古屋市笠寺福祉会館 老人福祉センター 南区白雲町57
社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会 名古屋市南児童館 児童厚生施設 南区東又ヱ町3-35-1
社会福祉法人 名古屋市南区社会福祉協議会 南児童館留守家庭児童クラブ 放課後児童健全育成事業 南区東又ヱ町3-35-1
社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会 守山区社会福祉協議会デイサービスセンター 老人デイサービスセンター 守山区小幡南一丁目２４－１０
社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会 名古屋市守山福祉会館 老人福祉センター 守山区小幡一丁目3-15
社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会 名古屋市守山児童館 児童厚生施設 守山区小幡1-3-15
社会福祉法人 名古屋市守山区社会福祉協議会 守山児童館留守家庭児童クラブ 放課後児童健全育成事業 守山区小幡1-3-15
社会福祉法人 名古屋市緑区社会福祉協議会 名古屋市緑福祉会館 老人福祉センター 緑区相原郷二丁目701

介護サービスさくら・名古屋市名東区社会福祉協議会コンソーシアム 名古屋市名東児童館 児童厚生施設 名東区亀の井2-201
介護サービスさくら・名古屋市名東区社会福祉協議会コンソーシアム 名東児童館留守家庭児童クラブ 放課後児童健全育成事業 名東区亀の井2-201
たすけあい名古屋・名古屋市天白区社会福祉協議会コンソーシアム 名古屋市天白児童館 児童厚生施設 天白区池場5-1801
名古屋市 名古屋市厚生院 特別養護老人ホーム 名東区勢子坊２－１５０１
名古屋市 名古屋市厚生院 老人短期入所事業（空床型） 名東区勢子坊２－１５０１
名古屋市 名古屋市知的障害者更生相談所 知的障害者の更生相談に応ずる事業 熱田区千代田町２０番２６号
名古屋市 名古屋市身体障害者更生相談所 身体障害者の更生相談に応ずる事業 瑞穂区弥富町字蜜柑山１－２
名古屋市 名古屋市厚生院 救護施設 名東区勢子坊２－１５０１
名古屋市 名古屋市厚生院 医療保護施設 名東区勢子坊２－１５０１
名古屋市 中央児童相談所一時保護所 一時保護所 名古屋市昭和区折戸町4丁目16番地名古屋市児童福祉センター内

名古屋市 西部児童相談所一時保護所 一時保護所 名古屋市中川区小城町1丁目1番地の20
名古屋市 東部児童相談所一時保護所 一時保護所 名古屋市緑区鳴海町小森４８
名古屋市 名古屋市立東部医療センター 助産施設 千種区若水一丁目２－２３
名古屋市 名古屋市立西部医療センター 助産施設 北区平手町一丁目１－１
名古屋市 ひばり荘 児童養護施設 瑞穂区弥富町字密柑山１－４
名古屋市 ひばり荘 乳児院 瑞穂区弥富町字密柑山１－４
名古屋市 あけぼの学園 障害児入所施設（福祉型障害児入所施設） 天白区植田山二丁目１０１
名古屋市 障害児相談支援センターあけぼの 相談支援事業（一般・特定・障害児） 天白区植田山二丁目１０１
名古屋市 あけぼの学園 障害福祉サービス（短期入所） 天白区植田山二丁目１０１
名古屋市 あけぼの学園 障害福祉サービス事業（生活介護） 天白区植田山二丁目１０１
名古屋市 あけぼの学園 障害福祉サービス事業（施設入所支援） 天白区植田山二丁目１０１
名古屋市 中央療育センターみどり学園 障害児通所支援（福祉型児童発達支援センター） 昭和区折戸町四丁目１６番地
名古屋市 中央療育センターすぎのこ学園 障害児通所支援（福祉型児童発達支援センター） 昭和区折戸町四丁目１６番地
名古屋市 中央療育センターわかくさ学園 医療型児童発達支援センター 昭和区折戸町四丁目１６番地
名古屋市 中央療育センター 相談支援事業（特定・障害児） 昭和区折戸町四丁目１６番地
名古屋市 北部地域療育センター 障害児通所支援（福祉型児童発達支援センター） 西区新福寺町二丁目６－５
名古屋市 北部地域療育センター 相談支援事業（特定・障害児） 西区新福寺町二丁目６－５
名古屋市 西部地域療育センター 障害児通所支援（福祉型児童発達支援センター） 中川区小本一丁目２０－４８



経営主体 設置主体 名称 事業内容 所在地
名古屋市 西部地域療育センター 相談支援事業（特定・障害児） 中川区小本一丁目２０－４８
名古屋市 くすのき学園 情緒障害児短期治療施設（入所） 昭和区折戸町四丁目１６番地
名古屋市 くすのき学園 情緒障害児短期治療施設（通所） 昭和区折戸町四丁目１６番地
名古屋市 玉野川学園 児童自立支援施設 守山区大字下志段味字長廻間２２８０－１２
名古屋市 内山保育園 保育所 千種区豊年町１５－１２
名古屋市 内山保育園 一時預かり事業 千種区豊年町１５－１２
名古屋市 東山保育園 保育所 千種区橋本町３－４
名古屋市 汁谷保育園 保育所 千種区汁谷町３９
名古屋市 星ヶ丘保育園 保育所 千種区星ヶ丘一丁目２３－７
名古屋市 宮根保育園 保育所 千種区宮根台二丁目９－１２
名古屋市 都保育園 保育所 千種区豊年町３－１８
名古屋市 春里保育園 保育所 千種区春里町二丁目１２－４
名古屋市 千代田橋保育園 保育所 千種区千代田橋二丁目５－１２
名古屋市 東保育園 保育所 東区筒井町４－２５
名古屋市 東保育園 地域子育て支援拠点事業 東区筒井町４－２５
名古屋市 砂田橋保育園 保育所 東区砂田橋三丁目２－１０１－１１８
名古屋市 北保育園 保育所 北区鳩岡町１－１
名古屋市 北保育園 地域子育て支援拠点事業 北区鳩岡町１－１
名古屋市 如意保育園 保育所 北区三軒町２７２
名古屋市 名城保育園 保育所 北区名城三丁目２－１０１
名古屋市 鳩岡保育園 保育所 北区鳩岡二丁目１８－７
名古屋市 上飯田東保育園 保育所 北区上飯田東町四丁目６８－３
名古屋市 尾上保育園 保育所 北区尾上町１－２
名古屋市 上飯田南保育園 保育所 北区上飯田南町４－１
名古屋市 西味鋺保育園 保育所 北区西味鋺三丁目２２７
名古屋市 水草保育園 保育所 北区水草町二丁目６０－２
名古屋市 水草保育園 地域子育て支援拠点事業 北区水草町二丁目６０－２
名古屋市 大野保育園 保育所 北区大野町五丁目１－１
名古屋市 藤の宮保育園 保育所 西区栄生一丁目２４－２４
名古屋市 藤の宮保育園 地域子育て支援拠点事業 西区栄生一丁目２４－２４
名古屋市 上名古屋保育園 保育所 西区上名古屋二丁目２６－１５
名古屋市 野南保育園 保育所 西区野南町６８
名古屋市 比良西保育園 保育所 西区清里町１２６
名古屋市 新富町保育園 保育所 中村区新富町二丁目４－２５
名古屋市 平池保育園 保育所 中村区太閤一丁目１７－９
名古屋市 森田保育園 保育所 中村区森田町一丁目６－１０
名古屋市 烏森保育園 保育所 中村区烏森町８－９３７
名古屋市 荒輪井保育園 保育所 中村区荒輪井町１－１１２
名古屋市 中保育園 保育所 中区大井町２－１３
名古屋市 中保育園 地域子育て支援拠点事業 中区大井町２－１３
名古屋市 大池保育園 保育所 中区千代田二丁目４－２５
名古屋市 大池保育園 地域子育て支援拠点事業 中区千代田二丁目４－２５
名古屋市 大池保育園 一時預かり事業 中区千代田二丁目４－２５
名古屋市 白金保育園 保育所 昭和区白金一丁目２０－２４
名古屋市 白金保育園 地域子育て支援拠点事業 昭和区白金一丁目２０－２４
名古屋市 安田保育園 保育所 昭和区安田通二丁目４－２
名古屋市 直来保育園 保育所 瑞穂区直来町五丁目２番地
名古屋市 軍水保育園 保育所 瑞穂区軍水町一丁目５４－２
名古屋市 軍水保育園 地域子育て支援拠点事業 瑞穂区軍水町一丁目５４－２
名古屋市 新開保育園 保育所 瑞穂区新開町２４丁目１１９番地
名古屋市 高蔵保育園 保育所 熱田区高蔵町９－７
名古屋市 高蔵保育園 地域子育て支援拠点事業 熱田区高蔵町９－７
名古屋市 宮西保育園 保育所 熱田区一番三丁目２－１０
名古屋市 神宮東保育園 保育所 熱田区三本松町２３－１０
名古屋市 正色保育園 保育所 中川区下之一色町字宮分７９番１
名古屋市 正色保育園 地域子育て支援拠点事業 中川区下之一色町字宮分７９番１
名古屋市 富田第一保育園 保育所 中川区富田町大字千音寺字西福正３５５６
名古屋市 富田第二保育園 保育所 中川区戸田明正三丁目４０１
名古屋市 富田第二保育園 地域子育て支援拠点事業 中川区戸田明正三丁目４０１
名古屋市 十番保育園 保育所 中川区富田町十番町三丁目１０－３
名古屋市 富田第三保育園 保育所 中川区戸田明正一丁目４０５番地
名古屋市 豊成保育園 保育所 中川区豊成町１０１
名古屋市 中島保育園 保育所 中川区中島新町二丁目１３０１
名古屋市 中島保育園 地域子育て支援拠点事業 中川区中島新町二丁目１３０１
名古屋市 港保育園 保育所 港区港栄三丁目１８－１０



経営主体 設置主体 名称 事業内容 所在地
名古屋市 港保育園 地域子育て支援拠点事業 港区港栄三丁目１８－１０
名古屋市 南陽第一保育園 保育所 港区東茶屋二丁目３０５
名古屋市 南陽第二保育園 保育所 港区知多二丁目２４０１
名古屋市 南陽第三保育園 保育所 港区新茶屋五丁目２００４
名古屋市 港西保育園 保育所 港区野跡四丁目８－３
名古屋市 九番保育園 保育所 港区九番町一丁目１－１
名古屋市 宝神保育園 保育所 港区宝神四丁目７０１
名古屋市 当知保育園 保育所 港区当知三丁目２６１０
名古屋市 丸池保育園 保育所 港区丸池町一丁目１－１
名古屋市 神松保育園 保育所 南区神松町１－１２
名古屋市 宝保育園 保育所 南区浜田町４－１２０
名古屋市 宝保育園 地域子育て支援拠点事業 南区浜田町４－１２０
名古屋市 五条保育園 保育所 南区五条町３－１
名古屋市 本星崎保育園 保育所 南区星宮町２１７
名古屋市 芝保育園 保育所 南区芝町１５２－１
名古屋市 豊田保育園 保育所 南区忠次一丁目３－２６
名古屋市 守山保育園 保育所 守山区守山三丁目２－３
名古屋市 瀬古保育園 保育所 守山区大字瀬古東一丁目１２５
名古屋市 大森保育園 保育所 守山区大森三丁目５０４
名古屋市 山下保育園 保育所 守山区森宮町１２５
名古屋市 山下保育園 地域子育て支援拠点事業 守山区森宮町１２５
名古屋市 中志段味保育園 保育所 守山区大字中志段味字宮前１１７４
名古屋市 鳥羽見保育園 保育所 守山区鳥羽見二丁目１５－２８
名古屋市 小幡保育園 保育所 守山区緑ヶ丘９０２
名古屋市 本地第一保育園 保育所 守山区本地が丘１６０１
名古屋市 本地第二保育園 保育所 守山区本地が丘１１０８
名古屋市 天子田保育園 保育所 守山区天子田二丁目１４０４
名古屋市 大永寺保育園 保育所 守山区大永寺町１９２
名古屋市 森孝保育園 保育所 守山区森孝一丁目１１４４
名古屋市 大高保育園 保育所 緑区大高町向山１６
名古屋市 大高保育園 一時預かり事業 緑区大高町向山１６
名古屋市 東丘保育園 保育所 緑区鳴海町字姥子山１９４－１
名古屋市 鳴子保育園 保育所 緑区長根町９２
名古屋市 鳴子保育園 地域子育て支援拠点事業 緑区長根町９２
名古屋市 片平保育園 保育所 緑区浦里一丁目３２－１
名古屋市 はざま保育園 保育所 緑区南陵４０１
名古屋市 黒石保育園 保育所 緑区桃山二丁目９７
名古屋市 松が根保育園 保育所 緑区松が根台２２１
名古屋市 太子保育園 保育所 緑区太子一丁目２３５
名古屋市 森の里保育園 保育所 緑区森の里一丁目１０６
名古屋市 旭出保育園 保育所 緑区旭出一丁目５１７
名古屋市 のりくら保育園 保育所 緑区乗鞍一丁目１８１２
名古屋市 猪高保育園　 保育所 名東区上社四丁目２６２
名古屋市 猪子石第一保育園 保育所 名東区つつじが丘２０１
名古屋市 猪子石第一保育園 一時預かり事業 名東区つつじが丘２０１
名古屋市 猪子石第二保育園 保育所 名東区文教台一丁目９２０
名古屋市 藤が丘保育園 保育所 名東区藤が丘９９
名古屋市 亀の井保育園 保育所 名東区亀の井二丁目２０１
名古屋市 よもぎ保育園 保育所 名東区よもぎ台二丁目５１４
名古屋市 牧野池保育園 保育所 名東区牧の里三丁目７０１
名古屋市 牧野池保育園 地域子育て支援拠点事業 名東区牧の里三丁目７０１
名古屋市 高針北保育園 保育所 名東区勢子坊二丁目１３０２
名古屋市 牧野原保育園 保育所 名東区牧の原一丁目１３０３
名古屋市 藤里保育園 保育所 名東区藤里町１００３
名古屋市 藤里保育園 地域子育て支援拠点事業 名東区藤里町１００３
名古屋市 島田第一保育園 保育所 天白区高坂町９３
名古屋市 島田第一保育園 地域子育て支援拠点事業 天白区高坂町９３
名古屋市 上ノ池保育園 保育所 天白区平針南一丁目１１４番地
名古屋市 平針原保育園 保育所 名東区原五丁目４０６
名古屋市 一本松保育園 保育所 天白区一本松一丁目５１７
名古屋市 山根保育園 保育所 天白区山根町８３
名古屋市 名古屋市西文化センター 隣保事業 名古屋市西区栄生一丁目３－２０
名古屋市 名古屋市中文化センター 隣保事業 名古屋市中区新栄三丁目３２－１３


