
西区事業所 連絡先

地図番号 電話番号

① 522-8202

② 505-6089

③ 528-3907

④ 509-2570

⑤ 583-0628

⑥ 505-7557

⑦ 509-1688

⑧ 508-7751

⑨ 504-2020

⑩ 529-5400

⑪ 583-4461

⑫ 050-1268-6320

⑬ 485-4637

⑭ 504-0603

⑮ 551-2662

⑯ 503-2800

⑰ 938-4435

⑱ 325-7122

⑲ 508-4428

㉑ 583-8118

㉒ 551-2940

㉓ 583-0601

㉔ 508-5470

㉕ 522-6784

㉖ 700-5719

㉗ 462-9707

㉘ 522-7579

㉙ 501-8055

㉚ 502-0711

㉛ 433-9400

㉝ 982-7733

㉞ 211-8477

㉟ 502-8005

鳥見作業所 鳥見町3丁目16番地-2 生活介護

事業所名 所在地 提供サービス

よつ葉作業所　 笠取町4丁目77 生活介護

WILL 赤城町146 生活介護

桜木授産所　 菊井1-21-16 生活介護

生活介護days　 中小田井五丁目282番地 生活介護

生活介護くろーばー　 比良一丁目127番地 生活介護

VOLO 歌里町147 生活介護

厚生会館ワークス 則武新町1丁目23-12 生活介護

ほほえみの街ライフ＆ワークスチャオAmalfi 上橋町300番地 生活介護

サンホープ名古屋 中小田井5-35 生活介護

よつ葉の家 新福寺町2丁目6-2 生活介護・入所施設

サイクルサービスなごや　 栄生三丁目14-13 就労継続支援A型

チャレンジキッチン 花の木3-16-28 清光ビル花の木5F 就労継続支援A型

パレット 則武新町2-7-12 就労継続支援A型

わっぱリサイクルセンター 十方町36-2 就労継続支援A型

初風 五才美町100番地の1 YSKビル2階 就労継続支援A型

アルファサービス 上小田井二丁目37番地 就労継続支援A型

ぜん 比良三丁目533番地の1 就労継続支援A型

オレンジ 新道一丁目20番15号 就労継続支援A型

ＹＫＧ 江向町1丁目70番地の1　2F 就労継続支援A型

⑳ 就労継続支援A型事業所ひかり
あし原町216番地西区あし原町

倉庫付事務所102
938-4369 就労継続支援A型

キラリア円頓寺　 那古野二丁目12番5号 就労継続支援A型

コミュニティカフェかかぽ　 市場木町67番地 就労継続支援B型

就労継続支援Ｂ型事業所えん 栄生二丁目11番10号 ポレール栄生ビル 就労継続支援B型

ほまれの家西店　 城西二丁目11番19号 就労継続支援A型

サクラオアシス 城西5丁目21-15 就労継続支援B型

じゃがいも 赤城町187番地の1 就労継続支援B型

Ａ型事業所ぱっぷー　 新道一丁目25番23号 伊藤ビル2階 就労継続支援A型

わっぱのごはん 庄内通1-33 就労継続支援B型

ぽっくす　 平中町108番地の２ 就労継続支援B型

ペンギン 那古野一丁目19-11 就労継続支援B型

アイビス（施設外就労）　 菊井町２丁目1-10 就労継続支援B型

ワンダーワーク　 坂井戸町219 就労継続支援B型

㉜
生活・就労トレーニングセンター

ファンタジスタ名古屋
中小田井五丁目20番地

OS・SKYマンション中小田井1F
502-6177 就労継続支援B型

こだまの作業所　西　 浅間一丁目１番２０号 クラウチビル２階 就労継続支援B型

地図番号 電話番号

㊱ 551-1988

㊲ 446-6408

㊳ 506-9750 

㊵ 462-1608

㊶ 532-1144

㊷ 414-7449

㊸ 982-7130

㊹ 528-5977

㊺ 526-7211

㊻ 521-9427

㊼ 501-4079

㊽ 505-6082

㊾ 908-8390

㊿ 750-1010

㋐ 551-3305

㋑ 523-5817

㋒ 325-3322 

㋓ 551-3031

㋕ 522-3670

㋔ 908-2853

笹塚グループホーム 笹塚町2丁目55番地の3 短期入所

ＮＥＸＵＳ枇杷島  枇杷島二丁目19番39号 短期入所

あおばの家 幅下一丁目10番23号 ヴィラ六句3階 短期入所

ぽれっとホーム 比良一丁目237番地 短期入所

グランエミシス上小田井 平中町2番地の2 短期入所

コンビニハウス 指定短期入所事業所 歌里町147 短期入所

つくしの家　 城西四丁目20番2号 地域活動支援（作業型）

愛知県青い鳥医療療育センター 中小田井五丁目８９番地 短期入所

㊴ ココルポート名古屋駅Office
名古屋市西区那古野2-12-21-1
スクエアオフィス名古屋駅北2階

433-7915 就労移行

名駅二丁目25番21号 自立訓練

地域活動支援センターじょうしん 花の木三丁目16番28号 清光ビル花の木３Ｆ 地域活動支援（精神）

SWAG 名駅2丁目4番3号 ウェスタンビル1階 地域活動支援（デイ型）

よろず家せんげん 新道一丁目2番5号 自立訓練

地域活動支援センターとびら 花の木3-17-14 第一新日本ビル2Ｆ 地域活動支援（デイ型）

事業所名 所在地 提供サービス

みち 花の木三丁目16番28号 清光ビル花の木4Ｆ 自立訓練

厚生会館セルプ 則武新町1丁目23-12 就労継続支援B型

青空 新道一丁目19-32 就労移行

名古屋名西キャリアセンター 南川町76番地大口ビル 2 階 就労移行

ビューズ＠名駅　

就労継続支援B型事業所あいこう 鳥見町1丁目62番地 就労継続支援B型

 メディロム・アシスタンス 中沼町21 就労継続支援B型

KEIステーションありか 押切2丁目1番30号 押切プラザビル1階 生活介護

㋔ ミラトレ名古屋
名古屋市西区那古野2-25-11

スクエアオフィス名駅3階
433--3543 就労移行
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		地図番号 チズ バンゴウ		事業所名 ジギョウショメイ				所在地 ショザイチ				電話番号 デンワバンゴウ		提供サービス テイキョウ

		①		よつ葉作業所　				笠取町4丁目77				522-8202		生活介護 セイカツカイゴ

		②		WILL				赤城町146 アカシロチョウ				505-6089		生活介護 セイカツ カイゴ

		③		鳥見作業所 トリミサギョウショ				鳥見町3丁目16番地-2 トリミチョウ チョウメ バンチ				528-3907		生活介護 セイカツ カイゴ

		④		生活介護くろーばー　				比良一丁目127番地				509-2570		生活介護 セイカツカイゴ

		⑤		厚生会館ワークス コウセイカイカン				則武新町1丁目23-12 ノリタケ シンマチ チョウメ				583-0628		生活介護 セイカツカイゴ

		⑥		VOLO				歌里町147				505-7557		生活介護 セイカツカイゴ

		⑦		生活介護days　				中小田井五丁目282番地 ナカ				509-1688		生活介護 セイカツカイゴ

		⑧		ほほえみの街ライフ＆ワークスチャオAmalfi　				上橋町300番地				508-7751		生活介護 セイカツカイゴ

		⑨		サンホープ名古屋 ナゴヤ				中小田井5-35 ナカオタイ				504-2020		生活介護 セイカツ カイゴ

		⑩		よつ葉の家 バ イエ				新福寺町2丁目6-2 シンプクジ チョウ チョウメ				529-5400		生活介護・入所施設 セイカツ カイゴ ニュウショ シセツ

		⑪		桜木授産所　				菊井1-21-16				583-4461		生活介護 セイカツカイゴ

		⑫		チャレンジキッチン				花の木3-16-28 清光ビル花の木5F				050-1268-6320		就労継続支援A型 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ

		⑬		パレット				則武新町2-7-12				485-4637		就労継続支援A型 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ

		⑭		わっぱリサイクルセンター 				十方町36-2				504-0603		就労継続支援A型 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ

		⑮		サイクルサービスなごや　				栄生三丁目14-13				551-2662		就労継続支援A型 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ

		⑯		初風				五才美町100番地の1 YSKビル2階　				503-2800		就労継続支援A型 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ

		⑰		アルファサービス				上小田井二丁目37番地				938-4435		就労継続支援A型 シュウロウケイゾクシエン ガタ

		⑱		ぜん				比良三丁目533番地の1				325-7122		就労継続支援A型 シュウロウケイゾクシエン ガタ

		⑲		ＹＫＧ				江向町1丁目70番地の1　2F				508-4428		就労継続支援A型 シュウロウケイゾクシエン ガタ

		⑳		就労継続支援A型事業所ひかり　				あし原町216番地西区あし原町
倉庫付事務所102				938-4369		就労継続支援A型 シュウロウケイゾクシエン ガタ



		㉑		キラリア円頓寺　				那古野二丁目12番5号				583-8118		就労継続支援A型 シュウロウケイゾクシエン ガタ

		㉒		オレンジ				新道一丁目20番15号				551-2940		就労継続支援A型 シュウロウケイゾクシエン ガタ

		㉓		Ａ型事業所ぱっぷー　				新道一丁目25番23号 伊藤ビル2階　				583-0601		就労継続支援A型 シュウロウケイゾクシエン ガタ

		㉔		ほまれの家西店　				城西二丁目11番19号				508-5470		就労継続支援A型 シュウロウケイゾクシエン ガタ

		㉕		サクラオアシス				城西5丁目21-15				522-6784		就労継続支援B型 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ

		㉖		じゃがいも				赤城町187番地の1				700-5719		就労継続支援B型 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ

		㉗		ペンギン				那古野一丁目19-11				462-9707		就労継続支援B型 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ

		㉘		わっぱのごはん				庄内通1-33				522-7579		就労継続支援B型 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ

		㉙		ぽっくす　				平中町108番地の２				501-8055		就労継続支援B型 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ

		㉚		コミュニティカフェかかぽ　				市場木町67番地				502-0711		就労継続支援B型 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ

		㉛		就労継続支援Ｂ型事業所えん　				栄生二丁目11番10号 ポレール栄生ビル　　　　				433-9400		就労継続支援B型 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ

		㉜		生活・就労トレーニングセンター
ファンタジスタ名古屋　				中小田井五丁目20番地
OS・SKYマンション中小田井1F				502-6177		就労継続支援B型 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ



		㉝		こだまの作業所　西　				浅間一丁目１番２０号 クラウチビル２階　				982-7733		就労継続支援B型 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ

		㉞		アイビス（施設外就労）　				菊井町２丁目1-10				211-8477		就労継続支援B型 シュウロウケイゾクシエン ガタ

		㉟		ワンダーワーク　				坂井戸町219				502-8005		就労継続支援B型 シュウロウケイゾクシエン ガタ




























































Sheet1

		地図番号 チズ バンゴウ		事業所名 ジギョウショメイ				所在地 ショザイチ				電話番号 デンワバンゴウ		提供サービス テイキョウ

		㊱		厚生会館セルプ コウセイカイカン				則武新町1丁目23-12 ノリタケ シンマチ チョウメ				551-1988		就労継続支援B型 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ

		㊲		青空 アオゾラ				新道一丁目19-32				446-6408		就労移行 シュウロウイコウ

		㊳		名古屋名西キャリアセンター　				南川町76番地大口ビル 2 階				506-9750 		就労移行 シュウロウイコウ

		㊴		ココルポート名古屋駅Office 				名古屋市西区那古野2-12-21-1
スクエアオフィス名古屋駅北2階				433-7915		就労移行 シュウロウ イコウ



		㊵		ビューズ＠名駅　				名駅二丁目25番21号				462-1608		自立訓練 ジリツ クンレン

		㊶		みち				花の木三丁目16番28号 清光ビル花の木4Ｆ				532-1144		自立訓練 ジリツ クンレン

		㊷		よろず家せんげん				新道一丁目2番5号				414-7449		自立訓練 ジリツ クンレン

		㊸		地域活動支援センターじょうしん				花の木三丁目16番28号 清光ビル花の木３Ｆ				982-7130		地域活動支援（精神） チイキ カツドウシエン セイシン

		㊹		地域活動支援センターとびら　				花の木3-17-14 第一新日本ビル2Ｆ				528-5977		地域活動支援（デイ型） チイキ カツドウシエン ガタ

		㊺		SWAG				名駅2丁目4番3号 ウェスタンビル1階				526-7211		地域活動支援（デイ型） チイキ カツドウシエン ガタ

		㊻		つくしの家　				城西四丁目20番2号				521-9427		地域活動支援（作業型） チイキカツドウ シエン サギョウガタ

		㊼		愛知県青い鳥医療療育センター　 				中小田井五丁目８９番地				501-4079		短期入所 タンキニュウショ

		㊽		コンビニハウス 指定短期入所事業所　				歌里町147				505-6082		短期入所 タンキニュウショ

		㊾		ぽれっとホーム 				比良一丁目237番地 				908-8390		短期入所 タンキニュウショ

		㊿		グランエミシス上小田井				平中町2番地の2				750-1010		短期入所 タンキニュウショ

		㋐		あおばの家				幅下一丁目10番23号 ヴィラ六句3階				551-3305		短期入所 タンキニュウショ

		㋑		笹塚グループホーム 				笹塚町2丁目55番地の3				523-5817		短期入所 タンキニュウショ

		㋒		ＮＥＸＵＳ枇杷島  				枇杷島二丁目19番39号				325-3322 		短期入所 タンキニュウショ

		㋓		 メディロム・アシスタンス				中沼町21 ナカヌマ チョウ				551-3031		就労継続支援B型 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ

		㋔		ミラトレ名古屋 ナゴヤ				名古屋市西区那古野2-25-11
スクエアオフィス名駅3階				433--3543		就労移行 シュウロウ イコウ



		㋕		KEIステーションありか				押切2丁目1番30号 押切プラザビル1階 オシキリ チョウメ バン ゴウ オシキリ カイ				522-3670		生活介護 セイカツカイゴ

		㋔		就労継続支援B型事業所あいこう シュウロウ ケイゾク シエン ガタ ジギョウショ				鳥見町1丁目62番地 トリミチョウ チョウメ バン チ				908-2853		就労継続支援B型 シュウロウ ケイゾク シエン ガタ





















































































西区事業所マップ

就労継続支援Ｂ型

一般企業等での就労が困
難な人に、働く場を提供す
るとともに、知識及び能力
の向上のために必要な訓練
を行うサービスです。

介護を必要とする人が、
昼間、入浴、排泄、食事
などの介護を受けるとと
もに、趣味を生かした活
動や生産活動の機会の提
供を受けるサービスです。

生活介護

就労継続支援Ａ型
生産活動を通じて、その知

識と能力の向上に必要な訓練
などの障がい福祉サービスを
供与することを目的としてい
ます。障がい者と雇用契約を
結び、原則として最低賃金を
保障するしくみの“雇用型”
サービスです。

⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔

就労移行支援事業
一般企業等への就労を
希望する人が、一定期間、
就労に必要な知識及び能
力の向上のために必要な
訓練を受けるサービスで
す。

短期入所

自宅で介護を行っている
方が病気などの理由によ
り介護が行えない場合に、
障害のある方に短期間施
設に入所していただき、
入浴、排泄、食事などの
介護を受けることのでき
るサービスです。

㊼㊽㊾㊿㋐㋑㋒

入所施設

施設に入所し、夜間
や休日、入浴、排泄、
食事などの介護を受け
ることのできるサービ
スです。
⑩

地域活動支援事業
（デイ型）
在宅の障害者の自

立を促進し、生活の質
や生きがいを高めるた
めに各種のサービスを
行います。

㊹㊺

地域活動支援事業
(作業所型）

在宅の障害者の職業
的能力と生活意欲の向
上を図るための場の提
供等を行う事業です。

㊻

精神障害者
地域活動支援事業
在宅の精神障害者に対し
て創作活動または生産活
動の機会の提供、医療・
福祉及び地域の社会基盤
との連携強化のための調
整、精神障害に対する理
解促進を図るための普及
啓発等を行う事業です。
㊸

自立訓練
自立した日常生活を営む
ために必要な訓練、生活
等に関する相談および助
言などの支援を行います。

㊵㊶㊷

名古屋市西区日中事業所一覧

西区自立支援連絡協議会
地域生活をみんなで支え、障害のあ
る人もない人も安心して暮らしてい
ける街を目指し、その仕組み作りに
取り組みます。地域の方に障害につ
いて理解を深めていただくための啓
発活動、関係機関のネットワーク作
り等に取り組んでいきます。

西区自立支援連絡協議会HP

作成：西区障害者基幹相談支援センター
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