
要配慮者利用施設一覧

NO 施設名 所在地 主管課

1 古知野東小学校 江南市宮後町船渡58 教育

2 古知野西小学校 江南市東野町郷前西88 教育

3 古知野南小学校 江南市古知野町大塔72 教育

4 古知野北小学校 江南市和田町宮145 教育

5 布袋小学校 江南市布袋下山町南167 教育

6 布袋北小学校 江南市今市場町秋津220 教育

7 宮田小学校 江南市後飛保町両家125 教育

8 草井小学校 江南市小杁町長者毛西1 教育

9 藤里小学校 江南市村久野町藤里1 教育

10 門弟山小学校 江南市村久野町門弟山272番地 教育

11 適応指導教室「You・輝」 江南市赤童子町大堀99（西分庁舎2階） 教育

12 古知野中学校 江南市高屋町遠場148 教育

13 布袋中学校 江南市北山町西7 教育

14 宮田中学校 江南市後飛保町前川210 教育

15 北部中学校 江南市村久野町平松245 教育

16 西部中学校 江南市上奈良町観音寺60番地 教育

17 滝中学校 江南市東野町米野1 教育

18 特別養護老人ホーム　ジョイフル江南 江南市河野町五十間59 高生

19 特別養護老人ホーム　第２ジョイフル江南 江南市河野町五十間51 高生

20 特別養護老人ホーム　第２サンライフ江南 江南市河野町五十間73 高生

21 特別養護老人ホーム　第２ふぁみりい恕苑 江南市小杁町林138-1 高生

22 たんぽぽ鶴の里 江南市島宮町城141 高生

23 江南市老人福祉センター 江南市古知野町宮裏121 高生

24 ケアハウスジョイフル江南 江南市河野町五十間59 高生

25 ケアハウス　ふじの郷 江南市上奈良町久保160 高生

26 ひだかの憩 江南市飛高町宮町127 高生

27 コンフォート・ビラ藤華 江南市勝佐町本郷175 高生

28 ライフケアレジデンス江南 江南市前飛保町緑ヶ丘6 高生

29 ウィル・ケアライフ江南 江南市前飛保町栄221 高生

30 クラインガルテン江南 江南市草井町千代見100 高生

31 シルバーマンション和 江南市大間町新町152 高生

32 あみーご倶楽部江南 江南市赤童子町桜道243-1 高生

33 ひより会江南 江南市宮後町砂場東245 高生

34 あみーご倶楽部江南弐番館 江南市赤童子町桜道195-1 高生

35 サンライフむつみ 江南市河野町川西72 高生

36 グループホームジョイフル江南 江南市河野町五十間24番地 高生

37 グループホーム・ジョイフル布袋 江南市北山町東212番地 高生
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38 グループホームはなえくぼ江南 江南市小杁町長者毛西132番地 高生

39 グループホームあじさい「ほてい」 江南市五明町太子堂133番地 高生

40
グループホーム　えんなり
(さとうトータルケアネクサス地内)

江南市上奈良町天王252番地 高生

41 グループホーム　うららびより江南 江南市江森町中23番地 高生

42 ショートステイホームジョイフル布袋 江南市北山町東196番地 高生

43 ショートステイホーム・ジョイフル江南 江南市河野町五十間59番地 高生

44 ショートステイホーム第2ジョイフル江南 江南市河野町五十間51番地 高生

45 江南ケアセンターそよ風 江南市宮田神明町旭210番地 高生

46 特別養護老人ホームふぁみりい恕苑 江南市小杁町林125番地 高生

47
ショートステイ　こよなし
(さとうトータルケアネクサス地内)

江南市上奈良町天王252番地 高生

48 特別養護老人ホーム ジョイフル布袋 江南市北山町東196番地 高生

49 フラワーコート江南 江南市河野町五十間4 高生

50 はじまり 江南市上奈良町旭28 高生

51 平成クリニック 江南市尾崎町上田95 高生

52 医療法人不動会なかむら・ファミリークリニック 江南市上奈良町錦54番地１ 高生

53 小規模多機能あじさい｢ほてい｣ 江南市五明町太子堂133番地 高生

54 小規模多機能ホーム うららびより江南 江南市江森町中23番地 高生

55 デイサービスふじのはな 江南市村久野町平松197番地 高生

56 デイサービスセンタージョイフル布袋 江南市北山町東212番地 高生

57 医療法人来光会エブリデイ鹿子島 江南市鹿子島町尾崎173番地 高生

58 医療法人来光会エブリデイ江森 江南市江森町東210番地2 高生

59 ゆうデイサービスセンター 江南市村久野町金森170番地 高生

60 さとうデイサービスセンター 江南市上奈良町緑110番地 高生

61 デイサービスセンター生き生き夢倶楽部 江南市宮後町西屋敷130番地1 高生

62 デイサービスセンター第２ジョイフル江南 江南市河野町五十間51番地 高生

63 なかむら・パワーリハビリセンター 江南市東野町米野68番地 高生

64 藤が丘デイサービスセンター
江南市藤ｹ丘六丁目1番地1
 江南団地54棟105号

高生

65 ふぁみりい恕苑デイサービスセンター 江南市小杁町林125番地 高生

66 デイサービスセンター藤華 江南市勝佐町本郷184番地 高生

67 デイサービスセンター なご家 江南 江南市野白町東千丸6番地 高生

68 デイサービスセンター　えんの里 江南市高屋町上本郷44番地4 高生

69
デイサービス　音の葉
(さとうトータルケアネクサス地内)

江南市上奈良町天王252番地 高生

70 デイサービス　日和 江南市高屋町大師37番地 高生

71 大型デイサービスセンター サンサン リゾート 太古の湯 江南市河野町五十間21番地1 高生

72 デイサービス　平成 江南市尾崎町上田93番地 高生

73 なかむら・パワーリハビリセンター２ 江南市東野町米野68番地 高生

74 リハビリデイ　サロン ド　あみーご 江南 江南市赤童子町白山7番地1 高生
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75 整膚学園デイサービス江南 江南市小折東町旭176番地 高生

76 デイサービス一笑 江南市般若町前山3番地 高生

77 デイサービス笑楽 江南市赤童子町御宿61番地1 高生

78
デイサービス　想の葉
(さとうトータルケアネクサス地内)

江南市上奈良町天王252番地 高生

79
デイサービス　えんなり
(さとうトータルケアネクサス地内)

江南市上奈良町天王252番地 高生

80 住宅型有料老人ホーム　ケアホームほくと 江南市上奈良町旭41番地 高生

81 医療特化型有料老人ホーム　ととくぅま 江南市木賀町杉200番地 高生

82 ゴールドエイジ江森 江南市江森町上44番地 高生

83 デイサービス　ゴールドエイジ江森 江南市江森町上44番地 高生

84 デイサービスはなのき　古知野 江南市古知野町宮裏41番地ユーハウス江南１Ｈ号室 高生

85 デイサービスリハビリいっぽ江南 江南市飛高町栄22番地 高生

86 特別養護老人ホーム　たんぽぽ絆の里 江南市島宮町桐野200番地 高生

87 シルバーハウスこうなん 江南市高屋町御日塚3番地2 高生

88 グループホームあじさい「小杁」 江南市小杁町寺ノ内114番地 高生

89 小規模多機能あじさい｢小杁｣ 江南市小杁町寺ノ内114番地 高生

90 ときわ作業所 江南市後飛保町高瀬69番地 福祉

91 ライフサポートおりーぶ
江南市高屋町御日塚3番地2
江南メディカルビル1C

福祉

92 くるみの里 江南市後飛保町西町61番地 福祉

93 ハピネス藤里 江南市村久野町藤里19番地1 福祉

94 たけのこ作業所 江南市松竹町切野94番地 福祉

95 ポッケ作業所 江南市小郷町伍大力27番地 福祉

96 ふじの木園 江南市河野町五十間88番地 福祉

97 ケアホームくるみ 江南市高屋町上本郷26番地 福祉

98 くるみの家 江南市後飛保町新開51番地 福祉

99 ケアホームたけのこ 江南市島宮町水堀58番地 福祉

100 グループホームたけのこⅡ 江南市松竹町西瀬古236番地 福祉

101 ときわホーム 江南市河野町五十間115番地 福祉

102 グループホームトリトン 江南市上奈良町錦22番地1 福祉

103 自立訓練事業所エール江南 江南市宮田神明町春日418番地 福祉

104 事業所MIRAI 江南市古知野町広見57番地 福祉

105 就労移行支援事業所　エール江南 江南市宮田神明町春日418番地 福祉

106 就労支援センターなんかれ 江南市宮後町砂場東26番地 福祉

107 就労継続支援　A型　ふくら 江南市般若町南山302番地 福祉

108 しらゆり・ワーク 江南市勝佐町東郷177番地 福祉

109 くるみのお店 江南市村久野町瀬頭51番地 福祉

110 Ｆｅｅｌ 江南市赤童子町南山181番地 福祉

111 MIRAIのスタジオ 江南市野白町野白142－3 福祉
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112 就労支援事業所　えんの里 江南市般若町宮山167番地 福祉

113 就労継続支援Ｂ型事業所　emori 江南市江森町東60番地1 福祉

114 ワークシップ愛岐 江南市草井町宮東61番地2 福祉

115 就労定着支援事業所エール江南 江南市宮田神明町春日418番地 福祉

116 おりーぶおりーぶ 江南市東野町郷前西110番地 福祉

117 こども発達支援センターおりーぶ 江南市赤童子町南山182番地 福祉

118 おりーぶおりーぶ(重症心身障害児） 江南市東野町郷前西110番地 福祉

119 おりーぶおりーぶ厚生病院前
江南市高屋町御日塚3番地2
江南メディカルビル1C

福祉

120 れぐるす 江南市上奈良町旭127番地1 福祉

121 児童発達支援のうさぎ 江南市高屋町本郷60 福祉

122 ひかり学園　江南教室 江南市東野町郷前西47番地 福祉

123 じゃんけんぽん 江南市江森町西178番地 福祉

124 じゃんけんぽんプラス 江南市江森町東60番地1 福祉

125 放課後等デイサービス　チャイルドスター 江南市赤童子町御宿10番地1 福祉

126 ふぁみりあ 江南市草井町宮東277番地 福祉

127 放課後等デイサービス　ピュアハート 江南市村久野町門弟山65番地 福祉

128 放課後等デイサービス　ピュアハートⅡ 江南市村久野町門弟山65番地 福祉

129 江南市立わかくさ園 江南市村久野町寺町77番地 福祉

130
江南市在宅障害者デイサービス施設
「あゆみ」

江南市後飛保町平野75－2 福祉

131 江南市心身障害者小規模授産施設 江南市後飛保町高瀬66 福祉

132 くろーばー 江南市野白町西千丸88番地 福祉

133 イロドリ江南 江南市古知野町広見98番地 福祉

134 愛知江南短期大学付属幼稚園 江南市慈光堂町南192 保育

135 江南幼稚園 江南市大間町南大間11－1 保育

136 認定江南こども園　グレイス 江南市後飛保町神明野46 保育

137 すみれ幼稚園 江南市飛高町夫見添63 保育

138 草井保育園 江南市草井町若草57 保育

139 小鹿保育園 江南市小杁町長者毛東1 保育

140 宮田東保育園 江南市宮田神明町栄174 保育

141 宮田保育園 江南市後飛保町新開23 保育

142 宮田南保育園 江南市前飛保町西町2 保育

143 藤里保育園 江南市藤ケ丘7丁目1-16 保育

144 古知野東保育園 江南市高屋町大師72 保育

145 古知野北保育園 江南市勝佐町田代137 保育

146 古知野中保育園 江南市古知野町熱田203 保育

147 中央保育園 江南市赤童子町南山33 保育

148 古知野南保育園 江南市古知野町塔塚160 保育

149 古知野西保育園 江南市東野町郷前48 保育
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150 布袋北保育園 江南市安良町八王子137 保育

151 布袋西保育園 江南市木賀町定和31 保育

152 布袋保育園 江南市布袋下山町南70 保育

153 門弟山保育園 江南市村久野町門弟山271 保育

154 布袋東保育園 江南市小折町八反畑147 保育

155 あずま保育園 江南市宮後町出屋敷46 保育

156 磯村託児所 江南市今市場町宮前69 保育

157 のいちごこども園 江南市高屋町本郷60 保育

158 わいわいわい 江南市大間町南大間13 保育

159 めいてつ保育ステーション江南ぽっぽ園 江南市古知野町朝日280　　ミュープラネット江南１階 保育

160 キッズラボこうなん 江南市古知野町塔塚112 保育

161 布袋学童保育所（本室） 江南市布袋下山町南50番地1（布袋保育園隣地） こ政

162 布袋学童保育所（分室） 江南市布袋下山町南167番地（布袋小学校校舎内） こ政

163 古知野東小学校学童室 江南市宮後町船渡58番地（古知野東小学校敷地内） こ政

164 藤里学童保育所 江南市村久野町藤里1番地（藤里小学校校舎内） こ政

165 宮田小学校学童室 江南市後飛保町両家124番地（宮田小学校敷地内） こ政

166 草井地区学習等供用施設 江南市小杁町八幡295番地 こ政

167 古知野北部地区学習等供用施設 江南市和田町天神65番地 こ政

168 古知野西学童保育所（本室） 江南市東野町郷前11番地（古知野西公民館敷地内） こ政

169 古知野西学童保育所（分室） 江南市東野町郷前西88番地（古知野西小学校校舎内） こ政

170 古知野南学童保育所（本室） 江南市赤童子町良原18番地（古知野南小学校隣地） こ政

171 古知野南学童保育所（分室） 江南市古知野町大塔72番地（古知野南小学校校舎内） こ政

172 門弟山小学校学童室 江南市村久野町門弟山272番地（門弟山小学校敷地内） こ政

173 布袋北学童保育所 江南市今市場町秋津220番地（布袋北小学校校舎内） こ政

174 交通児童遊園 江南市木賀町大門19番地 こ政

175 古知野児童館 江南市古知野町小金87番地 こ政

176 藤ヶ丘児童館 江南市藤ヶ丘6丁目1番地1 こ政

177 江南厚生病院 江南市高屋町大松原137 健づ

178 佐藤病院 江南市上奈良町緑48 健づ

179 布袋病院 江南市五明町天王45 健づ


