
緑区の高齢者いきいき相談室一覧 （令和4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

事業所番号

旭出
居宅介護支援事業所太
陽・緑

緑区潮見が丘一丁目77番地
名古屋市立緑市民病院北館5
階

857-8600
（857-8601）

月～金（祝日、年末年始を除く）
9:00～17:00

2371402906

浦里
居宅介護支援事業所「り
んどう」

緑区浦里一丁目１０番地の
２

875-6770
(875-6771)

月～金（祝日、12/30～1/3を除く）
8:45～17:30（＊）

2371404399

大清水 支援センターナルミ 緑区砂田二丁目116番地
870-5100

（870-5101）
月～日（祝日、年末年始を除く）
9:00～18:00（＊）

2371401726

大清水
ミモザケアプランセン
ター

緑区鎌倉台２丁目1711番地
ウェンディA１０１号室

720-0961
(720-1025)

月～土（祝日、年末年始を除く）
9:00～18:00（＊）

2371404340

片平
居宅介護支援事業所でん
じやま

緑区鳴海町赤塚112番地の1
892-1199

（892-1199）
月 ～ 土 （ 12/30 ～ 1/3 を 除 く ）
9:00～17:00（＊）

2371403730

片平 介護支援センターなごみ
緑区鳴海町字光正寺３７番
地

829-0391
（893-6730）

月～金（祝日、12/29～1/3を除く）
9:00～17:00（＊）

2371404118

片平 ケアプラン芳かおり
緑区鳴海町字清水寺８６番
地　清水荘６号室

715-8223
（715-8224）

月～金（祝日、8/13～8/15、12/29
～1/3を除く）9:00～17:00（＊）

2371404274

熊の前
清水会ケアプランニング
センターひかり

緑区藤塚三丁目2802番地
877-8484

（878-5707）

月～土（年末年始、ＧＷ、4/8、12/1
を除く）
9:00～17:30

2371400124

小坂 なごやかハウス滝ノ水 緑区滝ノ水三丁目2103番地
895-4701

（895-7673）
月～金（祝日、12/29～1/3を除く）
9:00～17:20

2371400207

徳重
ケアプランセンターリア
ン

緑区徳重五丁目1007番地
プログレス幸202号

879-2087
（879-2088）

月～金（祝日、12/30～1/3を除く）
8:30～17:30（＊）

2371403979

長根台 けあプラン鳴子
緑区鳴子町一丁目6番地
鳴子団地80棟512号室

838-9065
（838-9066）

月～土（８/12～８/16、12/30～
1/3を除く）
9:00～17:00

2371400223

鳴子 緑区介護保険事業所 緑区鳴子町１丁目７番１
680-7766

（680-7620）
月～金（祝日、12/29～1/3を除く）
9:00～17:00

2371400025

鳴子
名古屋市緑・天白ケアマ
ネージメントセンター

緑区鳴子町１丁目７番１
892-0584

（892-0591）
月～金（祝日、12/29～1/3を除く）
8:45～17:15

2371404159

桃山
桃山診療所指定居宅介護
支援事業所

緑区桃山一丁目54番地
876-6333

（876-6485）

月～土（祝日、年末年始を除く）
9:00～17:00（土は9:00～13:00）
（＊）

2371400058
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緑区の高齢者いきいき相談室一覧 （令和4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

事業所番号

相原 ケアプランつゆくさ
緑区若田三丁目112サンス
テージⅡ101号室

613-8488
（613-8854）

月～金（祝日、12/29～1/3を除く）
9:00～17:00（＊）

2371402492

大高 ケアプランはなえみ
緑区大高町字一色山34番地
の１

825-8787
（825-8789）

月～金（12/30～1/3を除く）
9:00～17:00（＊）

2371404027

大高北
緑生苑指定居宅介護支援
事業所

緑区大高町字上蝮池14番
629-3245

（622-8586）
月～金（祝日、12/29～1/3を除く）
9:00～17:20

2371400116

大高北
指定居宅介護支援事業所
木の香

緑区大高町字鶴田167番地2
629-3288

（629-3287）
月～金（祝日、年末年始を除く）
9:00～17:00（＊）

2371400892

大高南
南生協病院指定居宅介護
支援事業所

緑区南大高二丁目204番地
625-0573

（625-0573）

月～土（祝日、12/30午後～1/3を除
く）
9:00～17:00（土は9:00～13:00）
（＊）

2371401932

大高南
南生協よってって横丁
よってって指定居宅介護
支援事業所

緑区南大高二丁目701番地
626-1555

（626-1556）

月～土（祝日、12/30午後～1/3を除
く）
9:00～17:00（土は9:00～13:00）
（＊）

2371400041

鳴海 ケアセンターぽぽ 緑区六田一丁目192番地
621-6140

（629-0552）
月～金（12/30～1/3を除く）
8:30～17:00

2371400496

鳴海
株式会社福祉の里名古屋
鳴海営業所

緑区六田一丁目185
629-5877

（625-0929）
月～金（12/30～1/3を除く）
8:30～17:30

2371400033

鳴海 アースサポート名古屋緑 緑区鳴海町字花井町34
899-1100

（899-6611）
月～金（12/30～1/3を除く）
8:30～17:30（＊）

2371401767

鳴海
大同みどり居宅介護支援
事業所

緑区鳴海町字矢切37
896-8222

（891-4158）

月～土（祝日、12/30～1/3を除く）
8:30～17:00（土は8:30～12:00）
（＊）

2371404068

東丘
居宅介護支援事業所「や
まゆり」

緑区鳴海町字尾崎山43-
640

622-6280
（623-4063）

月～金（祝日、年末年始を除く）
8:45～17:30（＊）

2371403268

平子 あくとケアみどり 緑区漆山1401－B－201
629-0464

（746-5950）
月～金（12/30～1/3を除く）
9:00～18:00（＊）

2371403821

平子
名古屋市緑・南ケアマ
ネージメントセンター

緑区左京山3038番地
602-6066

（602-6067）
月～金（祝日、12/29～1/3を除く）
8:45～17:15

2371400066

南陵 ケアパートナー大高 緑区清水山二丁目402番地
626-3120

（623-3760）
月～土（12/30～1/3を除く）
8:30～17:30

2371401247

太子
ケアマネハウス ライフ
ケア有松

緑区太子一丁目135番地
746-3521

（746-3522）
月～金（12/30～1/3を除く）
9:00～17:00（＊）

2371403649

○年末年始等の開設日、開設時間については、各相談室にお問い合せください。

○開設時間の末尾に（＊）の記載がある相談室は、開設時間内であっても訪問等で職員が不在の場合もありますので、まずはお電話・FAXをお
願いします。
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