事業所名

サービス種別（定員）

主：生活介護あいぽ、従：ゆいぽ

主：生活介護あいぽ(9名)
従：ゆいぽ(7名)

株式会社あいぽ

法人名

あいぽ：名古屋市緑区六田二丁目７４

住所

TEL&FAX

ゆいぽ：名古屋市緑区池上台二丁目７
あいぽ TEL：052-629-0775、FAX：052-629-0776
ゆいぽ TEL：052-846-5240、FAX：052-846-5241
aipo0301@outlook.jp

E－mail
HP

主：市バス 「六条」 徒歩10分

アクセス

外

観

従：市バス「鳴子口」徒歩3分
月～金（祝日を含む）

開所日

5/3～5、8/13～15、12/29～1/3はお休み

利用時間

10:00～16:00

送迎の有無／送迎範囲

送迎有：緑区・他区他市は要相談

利用者の主たる障害

知的障害：あいぽは自閉症の方中心、ゆいぽは知的障害の方中心

あいぽ

ゆいぽ

【ひとこと】
障害特性に合わせた支援プログラムを取り入れています。
あいぽは、個の活動プログラムを組み、作業を中心に活動しています。
ゆいぽは、集団のプログラムを組み、ゆっくりとした生活が送れるように活動しています。
【事業所から地域へメッセージ】
あいぽは自閉症を抱える方の利用が多い為、全事業所で構造化を取り入れた支援を行っています。自閉症の方
は、学習スタイル（認識する方法）が違うと言われており、構造化は自閉症の方が理解しやすいアプローチになりま
す。理解しやすい方法で伝えることによって、出来る事を増やし、落ち着いた生活が送れるよう支援しています。
名古屋市は自閉症支援が遅れている地域です。福祉事業所・教育・保育等、理解が広がっていくよう啓発活動にも
協力していきます。

事業所名

サービス種別（定員）
就労継続支援B型（14名）
自立訓練（生活訓練）（6名）

多機能型事業所わかた
法人名

特定非営利活動法人 グリーンハート

住所

愛知県名古屋市緑区若田2丁目920番地C号

TEL

052-621-7200

FAX

052-621-7202

E－mail

takinou-wakata@atbb.ne.jp

HP

http://wcmaple.chagasi.com/
https://www.instagram.com/maplehouse_wakata/（インスタ）

アクセス

名古屋市営バス「若田」下車目の前。
「緑保健センター」下車徒歩5分。

開所日

月～金 （土日祝、年末年始、お盆はお休み）

利用時間 10：00～15：00（職員と相談し、体調に合わせてペースを決められます。）
送迎の有無／送迎範囲

無し

利用者の主たる障害 精神障害・知的障害
【活動内容】

外

観

◆就労継続支援B型 1階部分
喫茶店でランチやドリンクを提供するため、調理や皿洗い、
ホール業務等を行います。メニューを考えたり買い出しをす
ることからメンバーさんと職員で一緒に行っています。

また、喫茶店のチラシのポスティングや地域の依頼で草
取りの作業も行っています。

↑ランチ：魚の包み焼

「体調に合わせて、自分のペースで働きたい」
「働くためのリズムをつけたい」
「一般就労に向けてステップアップしたい」という方におすすめ

喫茶店内

甘酒グリーン
スムージー

◆自立訓練（生活訓練） 2階部分
地域で生活するために必要な生活スキルの練習をしたり、自分
らしい生活ができるように希望や目標を共有しサポートします。
利用期間（2年）のある、次のステップに向けた場所です。

生活訓練室内

・料理等の生活力のトレーニング ・仕事に向けたトレーニング
・これからの暮らしのイメージ作り 等
「生活リズムを整えたい」「居場所がほしい」
「働きたいけど今すぐは不安…」「何からすればいいか分
からない」という方におすすめ

昼食作りは
1人300円で食べら
れます

【ひとこと】
就労B・生活訓練ともにメンバーさんの体調に合わせて通所ペース・時間を決めることができます。（週1回でもOK）
就労B・生活訓練どちらも随時見学受付中です！体験利用もできます。お気軽にお問合せください。
【事業所から地域へメッセージ】
わかたでは心の病を抱えている方の生活支援を行い、働く場として喫茶店（就労
B）と自立に向けた練習の場として生活訓練を行っています。
【MapleHouseわかた喫茶店営業時間】
火水木 11：00～14：30
ランチ営業もしています。お近くにお越しの際は是非お立ち寄りください！

MapleHouseわかたインスタ
→
活動や喫茶店の情報掲載
中

事業所名

サービス種別（定員）

Ａ型ハウス

就労継続支援Ａ型（２０名）

法人名

株式会社イーサポート

住所

名古屋市緑区鳴海町字母呂後１５９番地

TEL

０５２－６２５－３８８８

FAX

０５２－６２５－３８８９

E－mail

a-gata.house@e-suppor-t.co.jp

HP

http://e-suppor-t.co.jp

A型ハウス

アクセス 「鳴海駅」、「緑区役所」より徒歩８分、駐車場有
開所日

月曜日～金曜日（会社カレンダーによる）

利用時間

施設外就労 ８：１５～１３：００ 施設内就労 ９：００～１４：１５

送迎の有無／送迎範囲
利用者の主たる障害

無料送迎あり

身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等

【活動内容】

外

観

『 施設内での作業 』
＜縫製作業＞
・工業用ミシンを使用しての縫製作業
＜軽作業＞
・シール貼り
・組み付け（ホッチキスやタグピン等を使用）
・検品
・その他作業
『 施設外での作業 』
縫製作業

作業場

【ひとこと】

作業は集中、休憩は楽しく、メリハリのある職場です。
【事業所から地域へメッセージ】

障がいのある方々が一般就職を目標に日々、真剣に作業に取り組んでいます。
そのような方々の力に少しでもなれるようにサポートし続けています。

事業所名

サービス種別（定員）
生活介護（20名）
就労継続支援Ｂ型（20名）

リル・ウイズワークス緑
株式会社 恵

法人名
住所

名古屋市緑区桶狭間巻山2004

TEL

052-602-5227

FAX

052-602-5228

E－mail

Ｇメール

rirunagoya@gmail.com

HP

https://www.megumi-fuwafuwa.com/

アクセス

桶狭間小学校裏手、巻山交差点近く

開所日

令和2年8月
9時30分～16時

利用時間

あり/緑区、南区、天白区

送迎の有無／送迎範囲

知的、精神

利用者の主たる障害
【活動内容】

外

観

食事レク、外出活動、創作活動、音楽活動、
ドライブ、散歩、畑作業、所内作業訓練等

【ひとこと】
ひとりひとり利用者の方が楽しく過ごせる場、生き生きと働ける場を提供したいと思います。
【事業所から地域へメッセージ】
令和2年8月に天白、鳴海の事業所を統合して移転してまいりました。
まだまだ落ち着かない部分もありますが、宜しくお願い致します。

サービス種別（定員）

事業所名

就労継続支援Ｂ型 りゅっか

就労継続支援Ｂ型 定員20名

株式会社リュッカ

法人名
住所

名古屋市緑区鳴海町字母呂後134番地の2

TEL

052-602-7701

FAX

052-602-7702
lycka1203@gmail.com

E－mail

https://lycka-nagoya.co.jp

HP

アクセス 名鉄鳴海駅より徒歩9分 市バス善明寺より徒歩3分 市バス平部より徒歩7分
開所日

月曜日～金曜日（一部土曜日）年末年始、お盆休み、GWは休業
10:00～16:00（サービス提供時間）

利用時間
送迎の有無／送迎範囲
利用者の主たる障害

送迎あり（朝夕各1便のみ） 送迎範囲は片道20分程度。お問合せください。
精神障害・身体障害・知的障害

【活動内容】

外

観

（作業内容）
ゴム製品の仕上げや検査、計量梱包
週に１回のおやつの日、年数回レクリエーション
作業する製品の種類は多岐にわたり自分に合った作業が
探しやすいです。
時給：３５０円

【ひとこと】
見学・相談などお気軽にご連絡ください！
【事業所から地域へメッセージ】
障害をお持ちの方々がステップアップできるよう万全のサポートをしていきます！

サービス種別（定員）

事業所名

就労継続支援B型（20名）

ほっぷ
法人名

株式会社ベストサポート

住所

名古屋市緑区大高町字西丸根16番地の1

TEL

０５２－８９０－２３２９

FAX

０５２－８９０－２３３０

E－mail

hop＠best-suppor-t.co.jp

HP

http://best-suppor-t.co.jp

アクセス

名古屋市営バス 丸根バス停徒歩 1分

開所日

月曜日～金曜日（会社カレンダーにより土曜日開所日あり）

ほっぷ 名古屋
JR 大高駅徒歩 5分

利用時間 AM9：30～PM14：45
送迎の有無／送迎範囲

無料送迎あり

利用者の主たる障害

身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等

【活動内容】
＜作業・訓練＞
検品作業、シール剥がし、縫製作業、部品の組み
付け作業等を個々に応じて提供しています。

外

観

＜レクリエーション＞
月に1度、レクリエーションの日を設けています。
内容はその都度、利用者さん中心に決めていま
す。

『手ぶらで通える 事業所』
送迎 ＆ 昼食 ＆ お茶 すべて無料

【ひとこと】
『手ぶらで通える』 をモットーに、昼食、お茶、送迎すべて無料にてサービスを提供しています。
ほっぷでは、自分のペースで働いて頂く為に、月１日出勤、利用時間１時間～でもOKです！！
利用状況につきましては、お気軽にご相談ください。見学のみも可能です。
【事業所から地域へメッセージ】
兄弟施設の『すてっぷ』が刈谷市にあることから地域の皆様と利用者で 『ほっぷ＆すてっぷ』 出来るように
飛躍していきますので温かい見守りの程よろしくお願いいたします。

事業所名

サービス種別（定員）

ちゃれんじホーム鳴海

グループホーム（共同生活援助）定員4名

社会福祉法人ニコニコハウス

法人名
住所

名古屋市緑区鳴海町字片平40番地の1

TEL

052－899－4751

FAX

052－899－4752

E－mail

nikoniko-home@room.ocn.ne.jp

HP

http://www.nikoniko-house.jp/

アクセス

市バス「花井」、「鳴海山下」より徒歩10分

開所日

（月）～（金）※閉所日は年間予定表でお知らせします
15:30～9：30

利用時間

無し：お一人での移動が難しい方はヘルパーをご利用される方もみえます

送迎の有無／送迎範囲

知的障害者※療育手帳をお持ちの方

利用者の主たる障害

ちゃれんじホーム鳴海の特徴
令和元年7月に天白区野並から緑区片平へ移転し
てきました。同法人のグループホーム6軒とショートス
テイ1軒、日中職員が常駐しているグループホームセ
ンターも近くにあり、スタッフの連携も取っています。

ちゃれんじホーム鳴海の外観です

【アクセス】市バス「花井」、「鳴海山下」から歩いて約
10分。名鉄バス「薬師山」から歩いて5分。名鉄電車
「鳴海」から歩いて15分。片平小学校の東門から直ぐ
近く、「ニコニコハウス」の看板が目印です。
建物は平屋建ての一軒家です。リビングを真ん中に
4つの部屋が囲んでいるような間取りです。
リビングです↓

ちゃれんじホームってどんなところ？
知的障害のある方が、将来地域で自立生活を送る事ができるように、職
場や日中活動先へ通いながら3か月間の地域生活を体験することができる
共同生活の場です。みなさん、いろいろな目標を持って利用されています。
ご本人様にもご家族様にも将来の生活を考えたり、想像したりするきっかけ
になればと思っております。
利用できる方
名古屋市内にお住まいで、日中お仕事をしていたり、日中活動の場に通
所している知的障害のある方。※児童の方は対象外です。
利用期間
3か月間のご利用となります。期間は予め決まっています。
【第1期：4～6月、第2期：7～9月、第3期：10～12月、第4期：1～3月】

一か月の利用料
家賃：33,000円
食費：１泊700円（朝・夕込）
水光熱費：14,000円
家賃補助：10,000円支給
合計：51,000円前後

何か分からないこと、気になることがございましたら、いつでも気
軽にお電話ください。見学希望も常時受け付けております。百聞
は一見にしかず！建物の紹介をしながら、詳細についてもお伝え
します。将来の生活を一緒に考えて行きましょう♪
（お問い合わせ先：052-899-4751 担当：平野）

事業所名
障がい者 グループホーム

サービス種別（定員）
共同生活援助（介護サービス包括型）８名
Ｔ棟定員４名 （男性住居）
Ｒ棟定員４名（男性住居）

ウィードフラワー名古屋
ギブアンドギブ合同会社

法人名
住所

名古屋市緑区ほら貝1丁目237番地の２

TEL

052-846-4159

FAX

052-307-4555
give.and.give.llc@gmail.com

E－mail
HP
アクセス

地下鉄 『相生山駅』徒歩4分 駐車場2台分有り

開所日

365日

利用時間

制限はありません

送迎の有無／送迎範囲
利用者の主たる障害
【活動内容】

事業所としては送迎体制はありません。
知的障害・身体障害・精神障害
外

観

名古屋市緑区内にグループホームを２ヶ所運営してい
ます。
（只今緑区、天白区にて3棟目をオープン準備中）
『ウィードフラワー名古屋Ｔ棟（タンポポ）』定員4名
地下鉄 相生山駅 徒歩4分
男性専用住居
『ウィードフラワー名古屋Ｒ棟（レンゲ草）』定員4名
市バス 若田 徒歩３分
男性専用住居
只今、「名もなき雑草プロジェクト」進行中！
スーパーアットホームな共同生活の中で
・ご利用者に安心して地域生活を送っていただくこと。
・自分らしい生活を送っていただくこと。
を目的として障がい者グループホーム（共同生活援
助）を運営しております。
安心、安全な日常の場を提供するために、夜間支援
（スタッフ泊り）体制を３６５日毎日整え、利用者様が快
適に生活できるよう支援いたします。

【ひとこと】
私の子供は、2人とも障がい者です。そのためいろんな障がい者の家族に関わったり、障がい者の会合などに参加した際、共同生活援助事業の事を知りまし
た。障がい者を抱える家族には障がい者を持った家族にしかわらない苦悩などがたくさんあること、また自分の子供の将来などを考えた時、愛知県では障が
い者グループホームが不足しており、希望者全員が入居できていない事実などを知り、障がい者を抱える家族、さらに障がい者ご本人の為にグループホーム
をつくろうと思い会社を設立しました。利用者様のため、ご家族様のため、地域福祉のため、少しでもお役に立てますよう微力ながら尽力して参りますので、ど
うぞあたたかいご支援をお願い申し上げます。

【事業所から地域へメッセージ】
障がいをお持ちの方、また障がいをお持ちのご家族様方、将来の事やグループホームでの生活のことなど、わからない事
がありましたら、いつでも気軽にお電話ください。出来る限りわかる範囲の最大限のお答えをさせていただきたいと思って
おります。皆様のご協力のもと、地域に密着した形で、皆様のご要望を形にできるよう日々取り組んでいきます。

事業所名

サービス種別（定員）
グループホーム（共同生活援助）
定員２９名

ニコニコホーム
社会福祉法人ニコニコハウス

法人名
住所

名古屋市緑区鳴海町字光正寺37番地（グループホームセンター）

TEL

052－899－4751

FAX

052－899－4752

E－mail

nikoniko-home@room.ocn.ne.jp

HP

http://www.nikoniko-house.jp/

アクセス

名鉄鳴海駅下車徒歩10分 市バス花井下車徒歩5分

開所日

毎日

利用時間
送迎の有無／送迎範囲
知的障害者

利用者の主たる障害

≪入居者のみなさん≫

ニコニコホームはグループホームです。
合計２７人が街の中にある７軒の共同生活住居に分かれて暮らしています。
７軒の共同生活住居と２９人の入居者の暮らしを支えるためには、
それら全体を包括的に支援する仕組みが必要です。
そこで。７軒の共同生活住居に暮らす２９人の入居者の毎日の暮らしをより
確実に支援するため「グループホームセンター」を設置し、日中も職員が
常駐しています。
◎入居している人の年齢は？
入居者の年齢は３０代前半から７０代と幅広いです。
◎ニコニコホームで生活するといくらかかるの？
住居費･食費･水光熱費･日用品費を含め、１ヶ月で大体６万円ぐらいです。
◎ニコニコホームにはずっと居られるの？
年をとってもずっと暮らしたいという方はずっと居られますが、ニコニコ
ホームを出て１人暮らしまたはお友達とのコンビ暮らしを考えている人
もいます。ニコニコホームは、ホームでの生活を支援するだけでなく、
１人暮らしやコンビ暮らしの希望を叶えるお手伝いもします。
ニコニコホームでは、
名古屋市知的障害者地域生活体験訓練事業（ちゃれんじホーム）を実施して
います。実際にグループホームと同じような生活を体験することで、将来、
自分がどんな生活を送りたいのか・自分にはどんな生活が合っている
のかといったことを考えるきっかけになるといいと思います。

事業所名

サービス種別（定員）

リハスワーク名古屋緑

20名

金沢QOL支援センター株式会社

法人名
住所

愛知県名古屋市緑区熊の前1丁目120

TEL

０５２－８７５－９８４５

FAX

０５２－８７５－９７８５
rehas-nagoya-midori@k-qol.com

E－mail

https://k-qol.com/service/rehas-work/

HP

名古屋市営地下鉄桜通線 徳重より徒歩15分
名鉄バス熊の前下車徒歩1分

アクセス

月～金 プログラムによって土曜あり

開所日
利用時間

サービス提供時間：10時～15時 事業所営業：8:30～17:30

送迎の有無／送迎範囲

事業所から約15分圏内は送迎あり。緑区・天白区・豊明市・東郷町・南区の一部
ご自身で公共交通機関を利用されて通所も可能

利用者の主たる障害
【活動内容】
施設内生産活動

身体障害・精神障害・発達障害・知的障害
外

観

自社商品作成(木の商品・アクセサリー)
企業連携による業務(書類封入やデータ作成)
その他軽作業
事業所外活動
緑区役所・徳重支所での販売

作成している自社商品
事業所外での販売の様子
【ひとこと】
「障がいがあっても稼ぐ」を合言葉に平均工賃50,000円を目指して毎日仕事に取り組んでいます。
福祉・医療専門職がスタッフとして常勤しています。個々の強みに合わせてお仕事を提供します。
【事業所から地域へメッセージ】
訪問看護ステーションリハスとの連携をとっていますので心身のケアを受けながらお仕事に取り組めます。
年齢層も20代～50代と幅広く、介護保険を併用しながら利用されている方もみえます。
働きたい、障がいがあっても稼ぎたい。そのような思いがある方の社会参加を支援します。
事業所の見学も可能です。お気軽にお問合せください

