
南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

春日野 支援センターミナミ
南区桜本町95番地1
アルスビル3階Ｂ号室

693-5582
（825-4165）

月～土（祝日、12/29～1/3を除く）
9:00～18:00（＊）

2371201720

春日野
福祉の幸 ケアプラン鶴
里

南区弥生町195番地
アビリティⅡ弥生1Ｆ

823-0005
（823-1393）

月～金（12/30～1/3を除く）
8:30～17:30（＊）

2371201258

桜
キュアケアサービス こ
ころね

南区鳥栖一丁目5番2号
822-6982

(822-6981)

月～金（祝日、８ /13 ～８ /15 、
12/29～1/3を除く）
9:00～18:00（＊）

2371200276

菊住 ハートマネジメント桜 南区鳥栖一丁目4番5号
819-6880

（819-6884）
月～土（12/31～1/2を除く）
9:00～18:00

2371200524

呼続 あくとケア　名古屋
南区呼続四丁目26番34号
AnniversaryTeikoku401
号室

819-3186
（746-6920）

月～金・祝日（12/29～1/3を除く）
9:00～18:00

2371202900

大磯
居宅介護支援事業所
つくしみなみ

南区塩屋町３丁目５番地１
829-1298

（602-8228）

月～金・祝日（8/13～8/15、12/２
９～1/3を除く）
9:00～18:00（＊）

2371202926

道徳
指定居宅介護支援セン
ターはるかぜ

南区観音町6丁目20番地
693-1700

（693-2722）
月～土（12/30～1/3を除く）
9:00～17:00

2371200219

道徳
名南病院指定居宅介護支
援事業所

南区南陽通５丁目１番地の
３

691-3188
（691-4356）

月～金（祝日、年末年始を除く）
８:40～17:10

2371202421

豊田
名南ふれあい病院指定居
宅介護支援事業所

南区豊田五丁目15番18号
692-4038

（692-7092）

月～土（祝日、12/30～1/3を除く）
9:00～17:30（土は9:00～12:50）
（＊）

2371200037

明治
居宅介護支援事業所うち
だばし

南区内田橋一丁目4番24号
老健セントラル内田橋1Ｆ

693-1117
（693-1118）

月～金（祝日、12/29～1/3を除く）
9:00～17:00（＊）

2371201944

明治
ケアプランセンター内田
橋なみき

南区内田橋二丁目10番22号
並木クリニック内

691-2348
（691-3387）

月～土（祝日、12/29～1/3を除く）
9:00～17:00

2371200052

明治
なごやかハウス三条居宅
介護支援事業所

南区三条二丁目16番42号
618-7570

（692-7782）
月～金（祝日、12/29～1/3を除く）
9:00～17:20

2371200300

明治
名南診療所指定居宅介護
支援事業所

南区内田橋二丁目9番3号
691-2567

（691-2668）

月～土（祝日、12/30～1/3を除く）
8:50～17:20（土は8:50～12:40）
（＊）

2371200045
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笠寺
在宅支援センターたつの
こ

南区松城町１－３５－１
コーポ松城201号

819-0808
（819-0809）

月～金（祝日、8/13～8/15、12/30
～1/3を除く）
9:00～18:00（＊）

2371201860

笠寺
善常会居宅介護支援事業
所

南区松池町2丁目14番地
811-9335

（811-9362）
月～土（祝日、12/29～1/3を除く）
8:50～17:20（＊）

2371200136

笠寺
居宅介護支援事業所かな
れ介護支援センター

南区松池町３丁目1７－１３
811-5515

（811-5525）
月～金（祝日、年末年始を除く）
9:00～18:00（＊）

2371202116

笠寺 南区介護保険事業所
南区前浜通3-10
南区役所庁舎4階

819-6200
（823-2688）

月～金（祝日、年末年始を除く）
9:00～17:00

2371200060

笠寺
居宅介護支援事業所支援
センターぬくもり

南区戸部町4丁目1番地２
819-4445

（819-4446）
月～金（祝日、年末年始を除く）
9:00～18:00

2371202991

柴田 大同居宅介護支援事業所
南区白水町８番地
だいどうクリニック内

611-8608
（611-8686）

月～土（祝日、年末年始を除く）
8:30～17:00（土は8:30～14:00）
（＊）

2371200110

大生
ケアマネジメントセン
ター大生

南区西又兵ヱ町3-74
611-4935

（611-0262）
月～土（12/３１～1/3を除く）
8：15～17：00（＊）

2371201175

大生
南生苑居宅介護支援事業
所

南区西又兵ヱ町4-8-2
619-5310

（619-5311）
月～金（祝日、年末年始を除く）
9:00～17:00

2371201209

宝 ケアプラン　みなみ
南区弥次ヱ町4-63-2
ダイヤアートマンション1階

693-5635
（693-9135）

月～土（年末年始を除く）
8:45～17:30

2371201688

宝
たから診療所指定居宅介
護支援事業所

南区北頭町2-35
611-1980

（612-4895）

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

2371200094

千鳥
かなめ病院指定居宅介護
支援事業所

南区天白町1丁目5番地
619-5321

（619-6017）

月～土（祝日、年末年始を除く）
9:00～17:00（土は9:00～12:00）
（＊）

2371200433

千鳥
花乃舎居宅介護支援事業
所

南区三吉町5-47
611-1101

（611-0856）
月～土（12/29～1/3を除く
9:00～18:00

2371201357

白水
はくすい居宅介護支援事
業所

南区柴田町４丁目８番地
白水センタービル一階

613-6255
(613-6256)

月～土（12/30～1/3を除く）
9:00～18:00

2371202314

宝南 ケアサポート宝南 南区元塩町3丁目1番地の１
613-6055

（613-7196）
月～金（年末年始を除く）
9:00～17:00（＊）

2371201753

星崎
星崎診療所指定居宅介護
支援事業所

南区星崎1丁目123番地
821-9261

（821-9269）

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

2371200086

笠東
ケアマネハウス
ライフケア芝町

南区芝町30
838-９777
(838-9766）

月～土（12/30～1/3を除く）
9:00～17:00（＊）

2371203056

○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。

南
区
南
部
い
き
い
き
支
援
セ
ン
タ
ー

○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。


