
北区の高齢者いきいき相談室一覧 （令和２年４月1日現在）

学 区 担 当
い き い き
支援センター名

学区 相談室名 住所
電話番号

（FAX番号）
開設日

開設時間

飯田 愛生居宅介護支援事業所
北区上飯田通2-37
ＣＫビル1階

991-3546
（991-3539）

月～金　8:30～17:00（＊）

飯田
あいのいずみ居宅介護支援
事業所

北区上飯田通2-37
ＣＫビル2階

917-1290
（508-9000）

月～金　9:00～17:00（＊）

飯田
くすのき居宅介護支援事業
所

北区八龍町1-65
910-1600

（910-1601）
月～金　8:30～17:00（＊）

飯田
まかしといて
ケア・パートナーシップ

北区山田西町2-98
ひまわり荘101号

090-4081-
0512

（938-6164）
月～金　9:30～17:00（＊）

飯田
やさしい手平安通居宅介護
支援事業所

北区平安通1-5
ヴュロードリベルテ3階

910-3783
（910-3774）

月～金　9:00～18:00（＊）

城北 鳩の丘居宅介護支援事業所 北区鳩岡町1-7-20
916-8011

（916-8022）
月～金　8:30～17:00（＊）

杉村 アイキャンケア
北区杉村１丁目26番8号
杉ビル西館　３Ｂ

982-6805
（982-6819）

月～金　9:00～17:00（＊）

杉村
居宅介護支援ハートサービ
ス近藤

北区杉栄町2-43
917-4747

（981-0058）
月～金　9:00～17:00

東志賀 快適ライフセンター名北
北区黒川本通4丁目28番地
1

910-3000
（508-7575）

月～金　8:30～17:30（＊）
（祝日、年末年始を除く）

東志賀 ニチイケアセンター黒川 北区黒川本通2-36
910-1071

（910-1073）
月～金　9:00～18:00

宮前
北医療生協指定居宅介護支
援事業所

北区上飯田北町1-14-1
916-0343

（919-2361）
月～土　9:00～17:30
（土は9:00～13:00）（＊）

宮前 ケア21上飯田
北区上飯田北町1-12
クリタビル２０２

982-2721
（982-3823）

月～金　9:00～18:00

名北
上飯田南居宅介護支援セン
ター

北区真畔町56
917-9189

（917-9195）
月～金　9:00～18:00（＊）

名北 しあわせケアプラン
北区若葉通１丁目１３
メゾンドール若葉１Ｆ

919-7411
（919-7422）

月～金　9:00～18:00（＊）

六郷北 ケアプランさんげつ
北区山田四丁目9番21号
三井大曽根ハイツ605

913-2045
（717-5547）

月～金　9:00～18:00
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学 区 担 当
い き い き
支援センター名

学区 相談室名 住所
電話番号

（FAX番号）
開設日

開設時間

味鋺 居宅介護支援このみ
北区中味鋺三丁目233番地
Seyanta味鋺1Ｅ

325-6901
（325-6902）

月～金（祝日、12/30～1/3を除く）
9:00～18:00

味鋺
「生協あじまの家」指定居
宅介護支援事業所

北区中味鋺三丁目807番地
903-7851

（909-5574）

月～金9:00～17:00
土　9:00～13:00
（祝日、8/15、12/30～1/３を除
く）

味鋺 居宅介護支援クローバー
北区東味鋺一丁目1028番
地

909-4112
（909-4113）

月～金（祝日、12/29～1/3を除く）
9:00～17:00

味鋺
エスケアステーション名古
屋北居宅介護支援

北区楠味鋺四丁目1404番
地

909-7082
（909-7086）

月～金（祝日、12/2９～1/3を除く）
9:00～18:00

金城
陽だまりの家ケアプランセ
ンター

北区八代町2-60
981-0075

（981-9200）

月～金（祝日、お盆、12/29～1/4を
除く）
9:00～17:00

楠 ケアプラン晴れるや 北区如意二丁目25番地の1
982-6945

（982-6948）
月～金（祝日、12/30～1/3を除く）
9:00～17:30

楠 あやめケアセンター
北区如来町47番地清邦産業
ビル１０２号

508-8591
（508-8592）

月～金（祝日、8/13～8/15 12/28
～1/3を除く）
9:00～18:00

楠 ケアプランセンターそら 北区楠2丁目５１９番地
090-6079-

4904
977-6284

月～金（祝日 12/ 29～1/3を除く）
9;;00～18;00

光城
かくれんぼ居宅介護支援事
業所

北区金城町4丁目47番地
かくれんぼ福祉センター

918-7450
（918-7451）

月～金（12/29～1/3を除く）
9:00～17:00

光城 光音寺居宅介護支援事業所 北区光音寺町二丁目10番地
916-5601

（919-5611）
月～金（祝日、12/29～1/3を除く）
9:00～17:00

光城 美空居宅介護支援事業所
北区光音寺町字野方1906
番地の76

747-9557
（217-3808）

月～金（12/31～１／３を除く）
9:00～17:00（＊）

光城
エヌ・エス北居宅介護支援
事業所

北区水草町1丁目68番地
919-0488

（918-6050）

月～金、第１土（祝日、12/29～1/3
を除く）
8:30～17:00

光城 あいご　居宅介護支援
北区水草二丁目６０番地の
２

９１２－５６７７
（９１２－５６７

７）

月～金（祝日、12/30 ～１/３を除
く）   9:00～17:00

清水 北区介護保険事業所
北区清水四丁目17番1号
北区在宅サービスセンター
内

917-1294
（915-2640）

月～金（祝日、12/29～1/3を除く）
9:00～17:00

如意
あいの樹居宅介護支援事業
所

北区如意三丁目60番地
ジュネス長谷川202

325-5916
（325-5917）

月～金（祝日、12/29～1/3を除く）
9:00～17:00

大杉 なかまの家大杉 北区大杉三丁目20番１８号
918-7088

（910-３５０２）
月 ～ 金 （ 12/29 ～ 1/ ３ を 除 く ）
8:30～１７：３０
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