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部
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市
民
部

国保年金課 471-8501 豊田市西町3-60 国民健康保険・国民年金に関すること
0565-34-6637(国保)
0565-34-6638(年金)

0565-34-6007 kokuhonenkin@city.toyota.aichi.jp

地域包括ケア企画課 471-8501 豊田市西町3-60
地域包括ケアシステム及び地域福祉の企画・調
整、地域医療対策の推進・調整などに関するこ
と

0565-34-6787 0565-34-6793 hokatsu-care@city.toyota.aichi.jp

乙ケ林診療所 470-0552 豊田市乙ケ林町寒田552 地域住民の診療に関すること 0565-65-3008 0565-65-2740 －

総務監査課 471-8501 豊田市西町3-60
社会福祉法人に関すること、戦傷病者、戦没者
遺族に関すること

0565-34-6706 0565-34-6755 soumu-kansa@city.toyota.aichi.jp

古瀬間聖苑 471-0801 豊田市古瀬間町小田820 古瀬間聖苑の管理・運営に関すること 0565-80-1160　 0565-80-1196 －
福祉総合相談課 471-8501 豊田市西町3-60 福祉の総合的な相談に関すること 0565-34-6791 0565-33-2940 fukushi-sodan@city.toyota.aichi.jp
生活福祉課 471-8501 豊田市西町3-60 生活保護に関すること 0565-34-6635 0565-34-6798 seikatsu@city.toyota.aichi.jp
障がい福祉課 471-8501 豊田市西町3-60 障がい者の福祉、施設に関すること 0565-34-6751 0565-33-2940 shougai_hu@city.toyota.aichi.jp

高齢福祉課 471-8501 豊田市西町3-60
高齢者の福祉及び保健の企画・調整、認知症対
策や地域包括支援センターの運営等に関するこ
と

0565-34-6984 0565-34-6793 korei-fukushi@city.toyota.aichi.jp

介護保険課 471-8501 豊田市西町3-60
介護保険に関すること、後期高齢者医療の保険
料収納に関すること

0565-34-6634 0565-34-6034 kaigohoken@city.toyota.aichi.jp

福祉医療課 471-8501 豊田市西町3-60 福祉医療費助成・後期高齢者医療に関すること
0565-34-6743(福祉医療)
0565-34-6959(後期高齢)

0565-34-6732 fukushiiryo@city.toyota.aichi.jp

総務課 471-8501 豊田市西町3-60
医務・薬務、健（検）診、健康づくり、食育・
栄養改善､歯科保健に関すること

0565-34-6723(健康づくり、
医務・薬務)
0565-34-6956(健診)

0565-31-6320　　 hoken-soumu@city.toyota.aichi.jp

保健衛生課 471-8501 豊田市西町3-60 食品衛生に関すること 0565-34-6181 0565-31-6630 hoeisei@city.toyota.aichi.jp

衛生試験所 471-8501 豊田市西町3-60
食品、ふん便（検便）、井戸水等の衛生検査に
関すること

0565-34-6188　 0565-34-6174 eiseishiken@city.toyota.aichi.jp

食肉衛生検査所 471-0873 豊田市秋葉町6-50 と畜場、食肉衛生検査に関すること 0565-34-6182　 0565-34-6196 shokuniku-kensa@city.toyota.aichi.jp
動物愛護センター 471-0002 豊田市矢並町法沢715-4 鞍ケ池公園内 動物愛護、狂犬病予防、化製場等に関すること 0565-42-2533 0565-80-2020 doubutsu-aigo@city.toyota.aichi.jp

感染症予防課 471-8501 豊田市西町3-60
結核･感染症予防､予防接種、環境衛生に関する
こと

0565-34-6180　 0565-34-6929　　 hokansen@city.toyota.aichi.jp

保健支援課 471-8501 豊田市西町3-60
精神保健、難病、小児慢性特定疾病に関するこ
と

0565-34-6855 0565-34-6051 hokenshien@city.toyota.aichi.jp

地域保健課
（中部地区担当）

471-8501 豊田市西町3-60 地域との共働による健康づくり等に関すること 0565-34-6627 0565-34-6186 chiikihoken@city.toyota.aichi.jp

東部地区担当 444-2424 豊田市足助町宮ノ後26-2 足助支所内
旭、足助、稲武、小原、下山地区における健康
づくりや精神、難病保健等に関すること

0565-62-0603　 0565-62-0606　 chiikihoken-toubu@city.toyota.aichi.jp

南部地区担当 473-0933 豊田市高岡町長根51 高岡コミュニティセンター内
上郷、末野原、高岡、前林、竜神、若園地区に
おける健康づくり等に関すること

0565-85-7710 0565-85-7733　 chiikihoken-nanbu@city.toyota.aichi.jp

北部地区担当 470-0373 豊田市四郷町東畑70-1 猿投コミュニティセンター内
井郷、石野、猿投、猿投台、保見、藤岡、藤岡
南地区における健康づくり等に関すること

0565-41-3081 0565-41-3083 chiikihoken-hokubu@city.toyota.aichi.jp

次世代育成課 471-8501 豊田市西町3-60
次世代育成支援対策・青少年健全育成に関する
こと

0565-34-6630　 0565-34-6938 jisedaiikusei@city.toyota.aichi.jp

とよた子どもの権利相談室(471-0034 豊田市小阪本町1-25 産業文化センター内 子どもの権利の相談・救済に関すること 0565-33-9317 0565-33-9314 kodomo-kenri@city.toyota.aichi.jp
子ども家庭課 471-8501 豊田市西町3-60 母子保健や子育てに関すること 0565-34-6636　 0565-32-2098 kodomokatei@city.toyota.aichi.jp

保育課 471-8501 豊田市西町3-60
こども園、幼保連携型認定こども園、私立幼稚
園に関すること

0565-34-6809　 0565-32-2088 hoiku@city.toyota.aichi.jp

子育て総合支援センター 471-0026 豊田市若宮町1-57-1 A館T-FACE内 子育て支援に関すること 0565-37-7071 0565-37-7072 kosodateshien-aiai@city.toyota.aichi.jp

市民活躍支援課 市民活躍担当471-8501 豊田市西町3-60
高齢者の生きがい対策、高齢者活動支援などに
関すること

0565-34-6660 0565-32-9779 ikigai@city.toyota.aichi.jp

スポーツ振興課 471-8501 豊田市西町3-60
スポーツを生かした地域活動及び地域交流に関
すること

0565-34-6632 0565-32-9779 sports@city.toyota.aichi.jp

上郷支所 福祉の相談窓口 470-1218 豊田市上郷町5-1-1 上郷コミュニティセンター内 0565-21-0001 0565-21-5095 kamigou-shisho@city.toyota.aichi.jp
猿投支所 福祉の相談窓口 470-0373 豊田市四郷町東畑70-1 猿投コミュニティセンター内 0565-45-1214 0565-45-4824 sanage-shisho@city.toyota.aichi.jp
高岡支所 福祉の相談窓口 473-0933 豊田市高岡町長根51 高岡コミュニティセンター内 0565-53-2694 0565-53-3516 takaoka-shisho@city.toyota.aichi.jp
高橋支所 福祉の相談窓口 471-0014 豊田市東山町2-1-1 高橋コミュニティセンター内 0565-80-0077 0565-80-0092 takahashi-shisho@city.toyota.aichi.jp
松平支所 福祉の相談窓口 444-2216 豊田市九久平町寺前16 松平コミュニティセンター内 0565-58-0001 0565-58-0049 matsudaira-shisho@city.toyota.aichi.jp
旭支所 市民生活担当 444-2892 豊田市小渡町船戸15-1 0565-68-2213(直通) 0565-68-3476(代表) asahi-shisho@city.toyota.aichi.jp
足助支所 市民生活担当 444-2424 豊田市足助町宮ノ後26-2 0565-62-0600(代表) 0565-62-0606(代表) asuke-shisho@city.toyota.aichi.jp
稲武支所 市民生活担当 441-2513 豊田市稲武町竹ノ下1-1 0565-82-2511(代表) 0565-82-3272(代表) inabu-shisho@city.toyota.aichi.jp
小原支所 市民生活担当 470-0592 豊田市小原町上平441-1 0565-65-2001(代表) 0565-65-3695(代表) obara-shisho@city.toyota.aichi.jp
下山支所 市民生活担当 444-3242 豊田市大沼町越田和37-1 0565-90-4411(直通) 0565-90-3344(代表) shimoyama-shisho@city.toyota.aichi.jp
藤岡支所 市民生活担当 470-0493 豊田市藤岡飯野町田中245 0565-76-2101(代表) 0565-76-4852(代表) fujioka-shisho@city.toyota.aichi.jp

福祉の相談窓口業務に関すること

福祉の受付業務に関すること
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種別 施設 運営主体 開設年 郵便番号 住所 電話 FAX 概要
◇保健センター 豊田市保健センター － － 471-8501 豊 市 町3-60 － － －

◇福祉センター 豊田市福祉センター (社福)豊田市社会福祉協議会 昭51 471-0877 豊田市錦町1-1-1 0565-
34-1131

0565-
32-6011

(利 時間)
相談業務 午前8時30分 午後5時15分
会議室等利  午前9時 午後9時
(休日)
 相談業務  ･ 曜､祝 ､年末年始
会議室等利   曜(祝 除く)、年末年始

◇福祉センター 豊 市 原福祉センター ふくしの (社福)豊田市社会福祉協議会 平10 470-0564 豊田市沢田町梅ノ木574 0565-65-3350
0565-
65-3705

(利 時間)
午前9時 午後5時
 浴は午前10時 午後4時
(休日)
 曜､祝 ､年末年始

◇福祉センター 豊田市下山保健福祉センター まど
いの丘 (社福)豊田市社会福祉協議会 平12 444-3252 豊 市神殿町中切7-2 0565-

90-4005
0565-
90-2419

(利 時間)
 保健福祉センター等 午前9時 午後5時
(生きがい活動センターは午後9時まで)
(休日)
 ･ 曜､祝 ､年末年始( 部の施設は異なる)

◇福祉センター 豊田市藤岡福祉センター ふじのさと (社福)豊田市社会福祉協議会 平8 470-0451 豊田市藤岡飯野町坂口
1207-2

0565-
76-3606

0565-
76-3608

(利 時間)午前9時 午後5時
(休 ) ･ 曜､祝 ､年末年始

◇高齢者福祉施設 豊 市  福祉センター豊寿園 (社福)豊田市社会福祉協議会 昭49 470-1202 豊田市渡刈町5-200 0565-
27-2200

0565-
28-7343

(利 時間)
午前9時 午後4時30分
 浴施設 午後3時30分まで
(休日)
 曜､祝 (敬 の を除く)､年末年始(12 28  1 4 )

◇高齢者福祉施設 豊 市  福祉センターぬくもりの (社福)豊田市社会福祉協議会 平12 444-2824 豊田市池島町屋ケ平22 0565-
68-3890

0565-
68-2801

(利 時間)午前8時30分 午後5時
(休 ) 曜､年末年始

◇高齢者福祉施設 豊田市稲武福祉センター (社福)豊田市社会福祉協議会 平5 441-2521 豊田市桑原町中村5 0565-
82-2068

0565-
82-3604

(利 時間)午前9時 午後5時
(休 ) ･ 曜､祝 ､年末年始

◇高齢者福祉施設 豊 市百年草 (株)三州足助公社(社福)豊田市
社会福祉協議会 平2 444-2424 豊 市 助町東  10 0565-

62-0100
0565-
62-2389

  福祉センター､デイサービス､ホテル等で構成される施設です。休 や利 時間
は施設まで直接お問合せください。

◇高齢者福祉施設 豊田市高齢者温泉休養施設寿楽
荘 (株)平畑温泉観光サービス 昭62 470-0523 豊田市平畑町東田722 0565-

65-3611
0565-
65-2837

(休 ) 曜、年末年始(12 28  1 4 )

◇高齢者福祉施設 豊田市福祉就業センターふれあいの
家 (公社)豊田市シルバー人材センター 平3 471-0027 豊田市喜多町6-61-1 0565-

31-1007
0565-
34-3238

(利 時間)午前9時 午後4時30分
(休 ) ･ 曜､祝 ､年末年始

◇高齢者福祉施設 豊田市福祉就業センター山室花は
うす (公社)豊田市シルバー人材センター 平9 471-0818 豊田市室町6-151 0565-

58-3055
0565-
58-3132

利 者は｢ふれあいの家｣事務所にて登録

◇高齢者福祉施設 養護  ホーム若草苑 (社福)恩賜財団 愛知県同胞援
護会 昭55 471-0061 豊 市若草町2-16-2 0565-

32-0982
0565-
35-4510

(定員)50名

◇高齢者福祉施設 特定 間施設豊 ほっとかん (株)豊田ほっとかん 平9 471-0046 豊田市本新町7-48-6 0565-
36-3000

0565-
36-3002

(休 )年中無休（温浴施設のみ､第1 曜 )
(定員)106名(有料  ホーム)

◇高齢者福祉施設 軽費  ホームケアハウス豊 (社福)恩賜財団 愛知県同胞援
護会 平9 471-0813 豊 市野  町5-80-1 0565-88-1744

0565-
88-1724

(定員)50名
(併設)特別養護  ホームとよた苑

◇高齢者福祉施設 軽費  ホームケアハウスみなみ (社福)福寿園 平10 470-1206 豊田市永覚新町5-194 0565-
71-0088

0565-
26-7779

(定員)50名
(併設)特別養護  ホームみなみ福寿園

＜
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種別 施設 運営主体 開設年 郵便番号 住所 電話 FAX 概要

◇基幹包括支援センター 豊田市基幹包括支援セン
ター

－ 平21 471-0062 豊 市  町3-30-1 － － (担当)地域包括支援センターの統括・支援

◇地域包括支援センター ほっとかん地域包括支援セン
ター

－ 平18 471-0046 豊田市本新町7-48-6 0565-
36-3006

0565-
36-3002

(担当地区)逢妻

◇地域包括支援センター ぬくもりの 包括 援セン
ター

－ 平21 444-2824 豊田市池島町屋ケ平22 0565-
68-2338

0565-
68-2801

(担当地区)旭

◇地域包括支援センター 社協包括支援センター － 平18 471-0877 豊田市錦町1-1-1 0565-
32-4342

0565-
33-2346

(担当地区)朝日丘

◇地域包括支援センター 足助地域包括支援センター － 平18 444-2351 豊田市岩神町仲田20 0565-
62-0683

0565-
62-0684

(担当地区)足助

◇地域包括支援センター 豊田福寿園地域包括支援
センター

－ 平18 470-0376 豊田市高町東山7-46 0565-
45-5357

0565-
45-5650

(担当地区)井郷

◇地域包括支援センター  野の 地域包括 援セ
ンター

－ 平26 470-0307 豊田市東広瀬町神田26-
1

0565-
78-6711

0565-
42-1116

(担当地区)石野

◇地域包括支援センター いなぶ包括支援センター － 平21 441-2521 豊田市桑原町中村5 0565-
82-2530

0565-
82-3604

(担当地区)稲武

◇地域包括支援センター 豊田地域ケア支援センター － 平18 471-0062 豊 市  町3-30-1 0565-
34-3209

0565-
34-3398

(担当地区)梅坪台

◇地域包括支援センター ふくしの 包括 援センター － 平22 470-0564 豊田市沢田町梅ノ木574 0565-65-1600
0565-
65-3705

(担当地区)小原

◇地域包括支援センター 地域包括支援センターかず
えの郷

－ 平18 470-1216 豊田市和会町東郷148 0565-
21-6725

0565-
21-6780

(担当地区)上郷

◇地域包括支援センター 地域包括支援センター猿投
の楽園

－ 平29 470-0364 豊田市加納町向井山9-1 0565-45-3717
0565-
41-6544

(担当地区)猿投

◇地域包括支援センター こささの 地域包括 援セ
ンター

－ 平23 470-0332 豊 市越 町上  笹
116

0565-
46-9677

0565-
46-9901

(担当地区)猿投台

◇地域包括支援センター まどいの丘包括支援センター － 平21 444-3252 豊 市神殿町中切7-2 0565-
90-4335

0565-
90-2419

(担当地区)下山

◇地域包括支援センター 豊田厚生地域包括支援セ
ンター

－ 平18 470-0396 豊田市浄水町伊保原
500-1

0565-
43-5022

0565-
43-5025

(担当地区)浄水

◇地域包括支援センター みなみ福寿園地域包括支
援センター

－ 平18 470-1206 豊田市永覚新町5-194 0565-
24-5000

0565-
24-3601

(担当地区)末野原

◇地域包括支援センター ひまわり邸地域包括支援セ
ンター

－ 平24 471-0067 豊田市栄生町5-20 0565-
33-0801

0565-
33-0809

(担当地区)崇化館

◇地域包括支援センター わかばやし園地域包括支援
センター

－ 平26 473-0917 豊 市若林 町北 76 0565-
51-1255

0565-
52-0727

(担当地区)高岡

◇地域包括支援センター 地域包括支援センターくらが
いけ

－ 平21 471-0003 豊田市岩滝町高入40-1 0565-
80-1244

0565-
80-1108

(担当地区)高橋

◇地域包括支援センター ふじのさと包括支援センター － 平18 470-0451 豊田市藤岡飯野町坂口
1207-2

0565-
76-5294

0565-
76-3608

(担当地区)藤岡

◇地域包括支援センター 地域包括支援センター藤岡
の楽園

－ 平29 470-0431 豊 市 中 町才ケ洞
10-5

0565-
75-1258

0565-
76-0200

(担当地区)藤岡南

◇地域包括支援センター トヨタ地域包括支援センター － 平18 471-0821 豊田市平和町1-1 0565-
24-0623

0565-
24-0621

(担当地区)豊南

◇地域包括支援センター 地域包括 援センター保 
の 

－ 平25 470-0344 豊 市保 町南 109-
1

0565-
48-3004

0565-
48-3317

(担当地区)保 

◇地域包括支援センター つつみ園地域包括支援セン
ター

－ 平24 473-0932 豊田市堤町堤18-1 0565-
51-5206

0565-
55-0061

(担当地区)前林

◇地域包括支援センター 地域包括支援センター益富
の楽園

－ 平31 471-0801 豊田市古瀬間町古宿
131

0565-
41-7788

0565-
41-7070

(担当地区)益富

◇地域包括支援センター 笑いの家地域包括支援セン
ター

－ 平20 444-2212 豊 市滝脇町杉  23 0565-
58-5152

0565-
58-4166

(担当地区)松平

◇地域包括支援センター 地域包括支援センターとよた
苑

－ 平18 471-0813 豊 市野  町5-80-1 0565-87-3700
0565-
88-1724

(担当地区)美 

◇地域包括支援センター ひまわりの街地域包括支援
センター

－ 平20 473-0911 豊 市本町本 48 0565-
47-8158

0565-
53-8830

(担当地区) 神

◇地域包括支援センター みのり園地域包括支援セン
ター

－ 平18 473-0923 豊田市中根町男松79 0565-
53-6361

0565-
53-6382

(担当地区)若園
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◇豊田市介護予防拠点施設 足助まめだ館 (社福)豊田市社会福祉協議会 平14 444-2424 豊 市 助町東  10 0565-
62-1857

0565-
61-1115

(利 時間)午前9時 午後5時
(休 ) 曜､年末年始

◇豊田市介護予防拠点施設   憩の家 あさひ荘 敷島自治区加塩組 昭47 444-2813 豊田市加塩町日面18 0565-
68-3479

－

(利 時間)
午前9時 午後5時
 浴は午前10時 午後4時
(休日)
 曜(祝 の場合は開館)､年末年始(12 29  1 4 )

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

豊田福寿園 (社福)福寿園 昭63 470-0376 豊田市高町東山7-46 0565-
45-8880

0565-
45-5650 (定員)入所100名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

とよた苑 (社福)恩賜財団 愛知県同胞援
護会 平7 471-0813 豊 市野  町5-80-1 0565-88-1700

0565-
88-1724 (定員)入所100名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

みなみ福寿園 (社福)福寿園 平9 470-1206 豊田市永覚新町5-194 0565-
24-8888

0565-
24-3601 (定員)入所100名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

すばる (社福)徳永会すばる 平12 471-0046 豊田市本新町7-50-7 0565-
32-2222

0565-
32-6665 (定員)入所80名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

豊水園 (社福)みどりの 平15 471-0823 豊田市今町5-40-1 0565-
74-4165

0565-
74-2681 (定員)入所80名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

 原安 (社福)昭徳会 平15 470-0564 豊田市沢田町座内22 0565-
66-0012

0565-
66-0032 (定員)入所80名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

豊田みのり園 (社福)豊田みのり福祉会 平16 473-0923 豊田市中根町男松79 0565-
51-0676

0565-
51-0676 (定員)入所90名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

巴の (社福)東加茂福祉会 平16 444-2351 豊田市岩神町仲田38-5 0565-
61-2002

0565-
62-2003 (定員)入所80名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

ひまわりの街 (社福)福寿園 平19 473-0911 豊 市本町本 48 0565-
51-0880

0565-
53-8830 (定員)入所80名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

笑いの家 (社福)みどりの 平20 444-2212 豊 市滝脇町杉  23 0565-
58-4165

0565-
58-4166 (定員)入所57名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

第２とよた苑 (社福)恩賜財団 愛知県同胞援
護会 平20 470-0342 豊田市大清水町大清水

179-1
0565-
43-0672

0565-
43-0673 (定員)入所74名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

くらがいけ (社福)旭会 平21 471-0003 豊田市岩滝町高入40-1 0565-
80-1102

0565-
80-1108 (定員)入所29名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

こささの (社福)おかざき福祉会 平23 470-0332 豊 市越 町上  笹
116

0565-
46-9988

0565-
46-9901 (定員)入所29名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

うねべの (社福)おかざき福祉会 平23 470-1219 豊 市畝部 町 裏
100

0565-
25-0044

0565-
25-0045 (定員)入所29名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

ひまわり邸 (社福)福寿園 平24 471-0067 豊田市栄生町5-20 0565-
33-0800

0565-
33-0809 (定員)入所29名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

豊田つつみ園 (社福)豊田みのり福祉会 平24 473-0932 豊田市堤町堤18-1 0565-
51-5208

0565-
55-0061 (定員)入所29名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

第２すばる (社福)徳永会すばる 平24 473-0931 豊田市上丘町八ツ田25-
1

0565-
51-2500

0565-
52-2322 (定員)入所29名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

保 の (社福)恩賜財団 愛知県同胞援
護会 平25 470-0344 豊 市保 町南 109-

1
0565-
48-3002

0565-
48-3317 (定員)入所29名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

 野の (社福)東加茂福祉会 平26 470-0307 豊田市東広瀬町神田26-
1

0565-
78-6710

0565-
42-1116 (定員)入所29名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

豊田わかばやし園 (社福)豊田みのり福祉会 平26 473-0917 豊 市若林 町北 76 0565-
51-1288

0565-
52-0727 (定員)入所29名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

猿投の楽園 (社福)志楽園福祉会 平28 470-0364 豊田市加納町向井山9-1 0565-41-6511
0565-
41-6544 (定員)入所29名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

アメニティ豊田駅前 (社福)旭会 平30 471-0027 豊田市喜多町2-170 0565-
34-0002

0565-
34-4111 (定員)入所90名
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◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

益富の楽園 (社福)志楽園福祉会 令1 471-0801 豊田市古瀬間町古宿
131

0565-
41-6565

0565-
41-7070 (定員)入所29名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

藤岡の楽園 (社福)志楽園福祉会 令2 470-0431 豊 市 中 町才ケ洞
10-5

0565-
75-1255

0565-
76-0200 (定員)入所29名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

三九園（従来型） (社福)三九朗福祉会 令2 471-0848 豊田市本地町9-63 0565-
41-3960

0565-
41-3962 (定員)入所32名

◇介護  福祉施設・地域密着型介護 
 福祉施設(特別養護  ホーム)

三九園（ユニット型） (社福)三九朗福祉会 令2 471-0848 豊田市本地町9-63 0565-
41-3960

0565-
41-3962 (定員)入所58名

◇介護  保健施設(  保健施設) 豊   保健施設 (医)寿光会 平4 471-0073 豊田市川田町1-36 0565-
89-3511

0565-
89-3510

(定員)入所100名

◇介護  保健施設(  保健施設) ジョイステイ トヨタ 動 健康保険組合 平5 471-0821 豊田市平和町1-1 0565-
24-0620

0565-
24-0621

(定員)入所90名

◇介護  保健施設(  保健施設) ウェルビー (医)豊成会 平7 471-0078 豊田市昭和町1-1 0565-
36-1411

0565-
36-1412

(定員)入所83名

◇介護  保健施設(  保健施設) かずえの郷 (医)豊和会 平7 470-1216 豊田市和会町東郷148 0565-
21-6700

0565-
21-6780

(定員)入所130名

◇介護  保健施設(  保健施設) フジオカ (医)フジタ 平15 470-0424 豊 市御作町振ケ洞
1157-1

0565-
76-7801

0565-
75-1750

(定員)入所96名

◇介護  保健施設(  保健施設) さなげ (医)豊和会 平16 470-0343 豊田市浄水町原山1-54 0565-
44-2400

0565-
44-2401

(定員)入所58名

◇介護  保健施設(  保健施設)  岡介護  保健施設 (医)豊田山之手会 平20 473-0912 豊 市広 町  75 0565-
51-0631

0565-
51-0638

(定員)入所80名

◇介護  保健施設(  保健施設) ユニット型介護  保健施設さなげ (医)豊和会 平28 470-0343 豊田市浄水町原山1-54 0565-
44-2400

0565-
44-2401

(定員)入所37名

◇介護医療院  助病院  介護医療院 愛知県厚生農業協同組合連合会 平30 444-2351 豊田市岩神町仲田20 0565-
62-1290

0565-
62-0780

(定員)入所42名

◇介護医療院  藤病院 介護医療院 (医)豊寿会 平30 470-0373 豊田市四郷町森前200 0565-
44-0033

0565-
46-4155

(定員)入所21名
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◇障がい者総合福祉会館
（身体障がい者福祉セン
ター・勤労障がい者教養文
化体育施設）

豊田市障がい者総合福祉会
館豊田市障がい者福祉会館

(社福)豊田市社会福祉協議
会

昭62 471-0062 豊田市西山町5-2-6 0565-34-2940 0565-35-2833
(利用時間)午前9時～午後9時
(休日)月曜､年末年始

◇障がい者総合福祉会館
（身体障がい者福祉セン
ター・勤労障がい者教養文
化体育施設）

豊田市障がい者総合福祉会
館サン･アビリティーズ豊田

(社福)豊田市社会福祉協議
会

昭58 471-0062 豊田市西山町5-2-6 0565-33-5631 0565-33-0114
(利用時間)午前9時～午後9時
(休日)月曜､年末年始

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

豊田市障がい者総合支援セン
ター第二ひまわり

(社福)豊田市福祉事業団 昭57 471-0065 豊田市平芝町5-13 0565-31-3370 0565-31-3391 (生活介護)70名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

豊田市障がい者総合支援セン
ター暖

(社福)豊田市福祉事業団 平13 471-0065 豊田市平芝町5-13 0565-37-1781 0565-37-1737 (生活介護)36名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

豊田市障がい者総合支援セン
ターけやきワークス

(社福)豊田市福祉事業団 昭56 471-0066 豊田市栄町1-7-1

0565-33-2551

プリントけやき
(36-2100)
Ｄｏけやき
(36-0553)
ゼルコバ
(33-3777)

0565-31-9143
(就労移行支援)12名
(就労継続B型)38名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

社協障がい者デイセンター
(社福)豊田市社会福祉協議
会

平15 471-0062 豊田市西山町5-2-6 0565-34-2940 0565-35-2833

(生活介護)55名
（日中一時支援　地域生活支援デイ
サービス）15名
（日中一時支援 日中短期入所）2名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

mateini(マテイニ) (社福)オンリーワン 平25 471-0855 豊田市柿本町5-56 0565-27-1981 0565-27-1981 (生活介護)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

豊田市さくらワークス (社福)こじま福祉会 平5 470-1217 豊田市大成町2-1 0565-21-8723 0565-21-8704
(就労移行支援)6名
(就労継続B型)30名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

こじまキャンパス (社福)こじま福祉会 昭52 473-0905 豊田市住吉町平和77-2 0565-53-0311 0565-53-3927 (就労継続A型)30名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

こじまキャンパスさくら工場 (社福)こじま福祉会 平5 470-1217 豊田市大成町2-1 0565-21-8725 0565-21-8704 (就労継続A型)30名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

障害者支援施設　光の家 (社福)とよた光の里 平2 470-0376 豊田市高町東山7-44 0565-46-0234 0565-46-0160 (生活介護)4名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

デイサービスひかりの丘 (社福)とよた光の里 平10 473-0908 豊田市宝町玉泉102-7 0565-24-2940 0565-24-2944 (生活介護)30名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

むもんカンパニー青い空 (社福)無門福祉会 平16 470-0373 豊田市四郷町天道1-14 0565-46-9871 0565-46-9872
(生活介護)48名
(就労継続B型)12名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

障がい者支援施設　むもん (社福)無門福祉会 平23 470-0376 豊田市高町東山7-43 0565-45-7883 0565-45-7886 (生活介護)40名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

むもんカンパニー (社福)無門福祉会 平25 470-0373 豊田市四郷町山畑138-21 0565-47-4601 0565-47-4601 (就労継続B型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

觀寿々園 (社福) 觀寿々会 平1 470-0431 豊田市西中山町後田97-33 0565-76-3133 0565-76-3166 (生活介護)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

サンホーム豊田
(社福)恩賜財団　愛知県同胞
援護会

平11 471-0813 豊田市野見山町5-80-1 0565-88-2001 0565-88-0900 (生活介護)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

ハートランド豊田の杜
(社福)大和社会福祉事業振
興会

平18 473-0923 豊田市中根町男松80 0565-51-2327 0565-51-1211
(生活介護)40名
(就労継続B型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

ハートピア豊田の杜
(社福)大和社会福祉事業振
興会

平24 473-0923 豊田市中根町男松80 0565-51-1611 0565-51-1227
(生活介護)40名
(就労移行支援)10名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

生活介護　樹音(こだま) (社福)輪 (わおん) 平21 471-0067 豊田市栄生町3-24-2 0565-33-8600 0565-33-5573 (生活介護)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

日中支援ジョイ (社福)オンリーワン 平21 471-0855 豊田市柿本町5-31-2 0565-28-0567 0565-28-0590
(生活介護)21名
(うち、従たる事業所｢bonds cafe(錦町)｣
7名)

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

かるみあ NPO法人 はなかご 平20 471-0046 豊田市本新町4-101 0565-47-7719 0565-47-7729 (生活介護)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

ジョイナスさかえ (社福)豊田市育成会 平23 471-0066 豊田市栄町1-1 0565-33-8825 0565-33-8825
(就労継続B型) 33名
(うち、従たる事業所｢ジョイナスさかえ・西
山公園(西山町)｣10名)

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

ジョイナスふれあい (社福)豊田市育成会 平23 471-0027 豊田市喜多町6-61-1
豊田市(福祉就業センターふ
れあいの家内)

0565-35-6084 0565-35-6084

(就労継続B型)40名
(うち、従たる事業所｢ジョイナスふれあ
い・鞍ｹ池公園(矢並町)｣10名､｢ジョイナ
スみさと(美里)｣10名)

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

ジョイナスつかさ (社福)豊田市育成会 平23 471-0831 豊田市司町3-61-1 0565-77-0041 0565-77-0506
(就労継続B型)26名
(就労移行支援)12名

＜
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◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

ジョイナスえかく (社福)豊田市育成会 平23 470-1205 豊田市永覚町中山畑39 0565-21-6141 0565-21-6141
(就労継続B型)20名
（うち従たる事業所「ジョイナスかずえ（和
会町）」10名）

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

ジョイナスたかおか (社福)豊田市育成会 平23 473-0917 豊田市若林西町西山18-2 0565-52-3410 0565-52-3410
(生活介護)6名
(就労継続B型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

みどりがおかコスモス (特非)コスモスとよた 平23 471-0838 豊田市緑ケ丘7-61 0565-74-0023 0565-74-0027
(就労移行支援)20名
(就労定着支援)40名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

障がい者自立支援施設アーム (医)豊和会 平20 470-1215 豊田市広美町郷西73-1 0565-25-0125 0565-21-5003  (就労継続B型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

なないろ (株)Ｋ・Ｅ・ｌ 平25 471-0866 豊田市上挙母2-40 0565-42-5196 0565-42-5196 (就労継続A型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

株式会社ＣＯＰＡｌＮ (株)ＣＯＰＡｌＮ 平25 470-0348 豊田市貝津町西向畑7 0565-63-5360 0565-45-9585 (就労継続A型)15名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

あいむ (特非)しんあい 平30 470-0342
豊田市大清水町大清水
158-7

0565-41-3807 0565-41-3808 (生活介護)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

らぴす (特非)まほうのらんぷ 平25 471-0067 豊田市栄生町3-18-1 0565-77-6945 0565-77-2064
(生活介護)20名
(うち、従たる事業所｢はたらくば｣(上原
町)10名)

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

サン障害福祉サービス (医)研精会 平7 470-0344 豊田市保見町横山100 0565-48-8331 0565-48-8318 (就労継続B型)30名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

じゃんぷ (株)グッドサポート 平26 471-0032 豊田市日南町4-114 0565-33-7050 0565-33-7051 (就労継続A型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

こもれび (株)陽光 平26 473-0907 豊田市竜神町新生186 0565-74-0506 0565-74-0507 (就労継続A型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

つむぎ (特非)ユートピア若宮 平28 471-0871 豊田市元宮町6丁目19番地 0565-32-9511 0565-85-8185 (就労継続支援B型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

生活介護事業所かたくり (特非)ささゆり 平28 471-0031 豊田市朝日町3-1-46 0565-98-1320 0565-98-1320 (生活介護)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

豊田キャリアセンター (株)KyoMi 平28 470-0372 豊田市井上町12-114 2F 0565-41-7111 0565-42-3767 (就労移行支援)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

calme (社福)オンリーワン 平28 471-0802 豊田市志賀町朽本734-1 0565-41-7921 0565-41-7922 (生活介護)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

生活介護あさがお (有)みふねの家 平28 470-0371 豊田市御船町東山畑54-13 0565-44-1847 0565-47-7184 (生活介護)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

生活介護事業所アペロスコー
レ豊田東新店

(一社)日本福祉協議機構 平29 471-0045 豊田市東新町6-12-5 元宮ﾊｲﾂ101 0565-47-1500 0565-47-1501 (生活介護)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

まほろばの郷デイサービス (株)S.K.S 平29 471-0002 豊田市矢並町大坪901-10 0565-87-2601 0565-87-2604 (基準該当生活介護)55名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

まほろばの郷障がい福祉サー
ビスセンター

RBI　JAPAN(株) 平30 471-0002 豊田市矢並町大坪901-10 0565-87-2606 0565-87-2608
(生活介護)10名
(就労継続支援B型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

スマイリング　スピナティー (株)SMIRING 平29 444-2215 豊田市中垣内町広畑7-3 0565-77-0397
0565-050-3488-
1766

(基準該当生活介護)18名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

生活介護事業所　きらりん (特非)きらっとはーと 平30 473-0931 豊田市上丘町宮前4番地 0565-39-2503 0565-52-2060 (生活介護)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

生活介護事業　はる (一社)ミニッツ 平30 444-2527 豊田市月原町御堂1番1 0565-64-2860 0565-64-2860 (生活介護)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

ライフケアセンターりすまいる (一社)Re Smile 令2 471-0009 豊田市扶桑町7丁目19-6 0565-85-0177 0565-85-0178 (生活介護)30名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

パッソ豊田校 Man to Man Passo(株) 平30 471-0064 豊田市梅坪町8-2-11 宇佐美ﾋﾞﾙ1F 0565-47-2222 0565-47-2223 (就労移行支援)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

とものわ豊田事業所 (株)ストレートアライブ 平29 470-0372 豊田市井上町5-55 0565-47-0333 0565-47-0335 (就労継続支援A型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

生活介護　水音(みずね) (社福)輪音 平29 471-0879 豊田市長興寺10-5-1 0565-47-2212 0565-47-2213 (生活介護)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

豊田キャリアセンター駅前校 (株)KyoMi 平29 471-0027
豊田市喜多町5丁目2番地
14

0565-85-7822 0565-42-3767 (就労移行支援)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

こめ組 (株)ニットーアラレ 平29 471-0825 豊田市明和町7丁目58番地 0565-74-0788 0565-74-1778 (就労継続支援B型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

カネスエ・フロンティア豊田事
業所

(株)カネスエ・フロンティア 平30 473-0925 豊田市駒場町中山57番地 080-6992-4496
0565-052-443-
2458

(就労継続支援A型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

シグマ (一社)シグマ 平30 473-0928 豊田市生駒町大坪17 0565-79-3300 0565-79-3301 (就労継続支援B型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

ほしぞら　ねこのて (株)ＲＡｌＳＥ 平30 471-0034
豊田市広久手町１丁目39番
地2

0565-47-7996 0565-47-7996 (就労継続支援B型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

就労支援センタージョルノ若林 (株)ALIVE 令2 473-0914 豊田市若林東町高根下93 0565-51-7171 0565-51-7172 (就労継続支援B型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

豊田キャリアセンター美里校 (株)KyoMi 令1 471-0803 豊田市泉町1丁目3-9 0565-41-4148 0565-41-4138 (就労移行支援)20名

＜
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◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

就労支援センタージョルノ西岡 (株)ALIVE 令2 473-0936
豊田市西岡町保ケ山56番
地1

0565-51-7272 0565-51-7273 (就労継続支援B型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

晴れやか (特非）すぅみーる 令2 473-0901
豊田市御幸本町3丁目79番
地

0565-85-0330 0565-85-0330 (生活介護)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

指定就労継続支援施設あお
い

(特非）バウムカウンセリング
ルーム

令2 473-0936 豊田市広川町10丁目191番 0565-89-0052 － (就労継続支援B型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

夢尊ワークス　豊田駅前 （株）夢尊ワークス 令2 471-0075 豊田市日之出町２丁目３－５ 0565-47-7756 － (就労継続支援B型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

福祉イノベーションラボ (一社）Will 令2 470-0345 豊田市東保見町柵口６－２ 0565-77-3519 － (就労継続支援B型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

SMIRING REWORTION (株）SMIRING 令2 471-0825 豊田市明和町3丁目8番3
0565-050-5491-
0350

－
(就労継続支援B型)20名
（うち従たる事業所「スマイリングキッチン
LABO（美里）」10名）

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

リル千足 （株）恵 令2 471-0847 豊田市千足町1丁目1番128 0565-63-5072 － (生活介護)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

就労継続支援Ｂ型　ミカエル （特非）みらいてんし 令2 473-0917 豊田市西岡町石畑48番地1 0565-51-7171 － (就労継続支援B型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

３６９works（みろくわーくす） (株）maam 令2 471-0063 豊田市東梅坪町8丁目8-21 新見ビル　3階A号室 0565-41-6428 － (就労移行支援)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

椿 (株）ワンスリード 令2 470-1218
豊田市上郷町会下山７３番
地４

0565-77-5353 － (就労継続支援A型)20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

就労継続支援B型　ITTEN 來美商店株式会社 令3 471-0803 豊田市泉町1丁目3－9 070-8405-4818 － （就労継続支援Ｂ型）20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

パッソアニメーションスタジオ豊
田

株式会社Passo a Passo 令3 473-0901
豊田市御幸本町5丁目311
番地8

0565-41-3066 － （就労継続支援Ｂ型）20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

生活介護　プラスワン 有限会社アール・アイ・エス 令3 471-0045 豊田市東新町4丁目27番地 0565-42-6560 － （生活介護）20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

いま・ここ　東山 一般社団法人　いま・ここ 令3 471-0808
豊田市渋谷町3丁目39番地
6

0565-50-8834 － （自立訓練生活訓練）20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

夢尊ワークス　三河豊田 株式会社夢尊ワークス 令3 473-0901
豊田市御幸本町２丁目２０３
番地２ １階

0565-47-4491 － （就労継続支援Ｂ型）20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

morimori factory 合同会社　L.CUBE 令3 471-0808
豊田市御立町7丁目10番地
2

0565-85-0789 － （生活介護）20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

ノックスVITS豊田 株式会社ユナイテッドユニーク 令3 471-0025 豊田市西町5丁目5番地 VITS豊田タウン2階 0565-31-5216 － （就労移行支援）20名

◇障がい者総合福祉施設
（日中活動系事業所）

若者の家 一般社団法人　HATO 令3 471-0876
愛知県豊田市汐見町2丁目
78-1　C棟

090-9894-8823 － （宿泊型自立訓練）20名

◇地域活動支援センター 地域生活支援センターエポレ (医)豊和会 平15 470-1215 豊田市広美町郷西73-1 0565-25-0052 0565-21-5003 地域活動支援センターⅠ型

◇地域活動支援センター
地域生活支援センター豊田こ
ろもサポート

（医）美衣会 令3 471-0036 豊田市広久手町2-34 0565-32-8112 － 地域活動支援センターⅠ型

◇地域活動支援センター
地域活動支援センターⅢ型は
ばたき工房

(社福)豊田市社会福祉協議
会

平13 471-0062 豊田市西山町5-2-6 0565-35-7374 0565-35-2833
地域活動支援センターⅢ型
(定員)25名

◇地域活動支援センター
地域活動支援センターポジ
ティブ21いなぶ

(社福)豊田市社会福祉協議
会

平16 441-2521 豊田市桑原町中村5 (豊田市稲武福祉センター内) 0565-82-3600 0565-82-3604
地域活動支援センターⅢ型
(定員)9名

◇障がい者支援施設（入所
施設）

障害者支援施設　光の家 (社福)とよた光の里 平2 470-0376 豊田市高町東山7-44 0565-46-0234 0565-46-0160 (定員)50名

◇障がい者支援施設（入所
施設）

障がい者支援施設むもん (社福)無門福祉会 昭63 470 0376 豊田市高町東山7-43 0565-45-7883 0565-45-7886 (定員)40名

◇障がい者支援施設（入所
施設）

サンホーム豊田
(社福)恩賜財団　愛知県同胞
援護会

平11 471-0813 豊田市野見山町5-80-1 0565-88-2001 0565-88-0900 (定員)60名

◇障がい者支援施設（入所
施設）

小原寮 (社福)昭徳会 平17 470-0564 豊田市沢田町座内22 0565-66-2110 0565-65-1311 (定員)140名

◇障がい者グループホーム
豊田市知的障がい者グループ
ホーム喜多ハウス

(社福)豊田市福祉事業団 平7 471-0027 豊田市喜多町5-2-4 0565-36-2120 － (喜多ハウス)7名

◇障がい者グループホーム サン・ヴィレッジ (医)研精会 平9 470-0344 豊田市保見町横山100 0565-48-8331 0565-48-8318

(サン・ドーム)9名
(サン・ステップ)4名
(サン・ライズ１)6名
(サン・ライズ２)4名
(サン・ライズ３)6名

◇障がい者グループホーム グループホームたいようのいえ (有)おおぞら 平16 470-0332 豊田市越戸町上能田143-1 0565-45-5051 0565-45-5051 (グループホームたいようのいえ)6名

◇障がい者グループホーム むもんホーム１ (社福)無門福祉会 平16 470-0373 豊田市四郷町山畑138-16 0565-45-7883 0565-45-7886
(ひだまりの家１)7名
(ひだまりの家２)7名
(たかまちライブ)4名

◇障がい者グループホーム むもんホーム２ (社福)無門福祉会 平15 470-0372 豊田市井上町1-106-1 0565-45-7883 0565-45-7886
(ひだまりの家３)6名
(いのうえライブ)6名

◇障がい者グループホーム むもんホーム３ (社福)無門福祉会 平24 470-0376 豊田市高町東山80-18 0565-45-7883 0565-45-7886
(あんずの家)7名
(おれんじの家)7名

◇障がい者グループホーム はっぴーハウス (社福)オンリーワン 平19 471-0805 豊田市美里2-7-8 0565-89-3332 0565-89-3332 (はっぴーハウス)7名
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◇障がい者グループホーム 輪音ホーム (社福)輪音 平23 471-0879 豊田市長興寺10-36 0565-34-0737 0565-34-0738
(さきがけ)6名
(はやぶさ)6名
(り～ふ)7名

◇障がい者グループホーム ケアホームビブレ (医)豊和会 平24 470-1215 豊田市広美町郷西73-1 0565-25-0125 0565-21-5003 (ケアホームビブレ)18名
◇障がい者グループホーム ケアホームはなかご (特非)はなかご 平25 471-0046 豊田市本新町5-17-1 0565-42-7640 0565-42-7641 (ケアホームはなかご)5名
◇障がい者グループホーム さくや (社福)昭徳会 平27 470-0531 豊田市小原町上平854-23 0565-77-9213 0565-77-9213 (さくや)9名

◇障がい者グループホーム サンライズ豊田の杜
(社福)大和社会福祉事業振
興会

平28 473-0924 豊田市花園町西大切82-1 0565-52-1237 0565-54-1237 (サンライズ豊田の杜)8名

◇障がい者グループホーム グループホーム　楽 (特非)楽福祉会 平28 470-0461 豊田市北曽木町柿内363-1 0565-77-2563 0565-77-2563
(グループホーム　楽)7名
(グループホーム 楽2)7名

◇障がい者グループホーム ひらしばの家 （社福）豊田市育成会 平29 471-0065
豊田市平芝町4丁目21番地
1

0565-77-5056 0565-77-5056 (ひらしばの家)6名

◇障がい者グループホーム グループホームつながる
特定非営利活動法人ふみだ
す

平30 470-0431 豊田市西中山町稲場18-1 0565-76-5910 0565-76-5915
(グループホームつながる)7名
（グループホームみらくる）5名

◇障がい者グループホーム ひまわり 合同会社KATO 令2 471-0031
豊田市朝日町3丁目58番地
1

ファミール朝日205号
0565-050-3187-
3384

0565-38-6503
(ひまわり)7名
（あさがお）3名

◇障がい者グループホーム 指定共同生活介護かりん
(特非)バウムカウンセリング
ルーム

令2 471-0807 豊田市広川町8丁目113番 0565-80-7703 － （指定共同生活介護かりんⅠ）10人
（指定共同生活介護かりんⅡ）10人

◇障がい者グループホーム
日中支援型障がい者グループ
ホーム綴～つづり～豊田

（一社）バンデ 令2 471-0824
豊田市河合町1丁目42番地
1

0565-41-4030 －

（日中支援型障がい者グループホーム
綴～つづり～豊田１）10人
（日中支援型障がい者グループホーム
綴～つづり～豊田2）10人

◇障がい者グループホーム グループホームふわふわ千足 （株）恵 令2 471-0847 豊田市千足町1丁目1番129 0565-63-5335 － （グループホームふわふわ千足A）9人
（グループホームふわふわ千足B）9人

◇障がい者グループホーム しんあいの杜 （特非）　しんあい 令2 470-0341 豊田市上原町西山469番1 0565-47-0390 － (しんあいの杜)4名
◇障がい者グループホーム グループホーム　めばえ （株）エール 令2 471-0064 豊田市梅坪町9丁目4番地5 FESTA80-215 0565-42-8330 － (グループホーム　めばえ)4名

◇障がい者グループホーム
グループホーム　ふわふわ浄
水

（株）恵 令3 471-0343
豊田市浄水町原山209番地
1

0565-47-9988 － (グループホーム　ふわふわ浄水A)9名
(グループホーム ふわふわ浄水B)5名

◇障がい者グループホーム みらいのたね豊田 （一社）ひきこもりねっと 令3 473-0901
豊田市御幸本町５丁目３０１
番地４

0565-79-1316 － （みらいのたね御幸）4名

◇福祉ホーム ひかりの丘 (社福)とよた光の里 平10 473-0908 豊田市宝町玉泉102-7 0565-24-2940 0565-24-2944 (定員)20名
◇福祉ホーム こじま平和寮 (社福)こじま福祉会 平24 473-0905 豊田市住吉町平和77-2 0565-53-0311 0565-53-3927 (定員)20名
◇障がい児入所施設 障がい児入所施設小原学園 (社福)昭徳会 平17 470-0564 豊田市沢田町座内22 0565-66-2120 0565-65-1321 (定員)50名

◇児童発達支援センター
豊田市こども発達センター受
付､相談室

(社福)豊田市福祉事業団 平8 471-0062 豊田市西山町2-19 0565-32-8981 0565-32-8902

(受付時間)
午前8時30分～午後5時15分
(休日)
土･日曜､祝日、年末年始

◇児童発達支援センター
ひまわり(知的障がい、発達障
がい)

(社福)豊田市福祉事業団 平8 471-0062 豊田市西山町2-19 0565-32-7382 0565-32-7383

(受付時間)
午前8時30分～午後5時15分
(休日)
土･日曜､祝日、年末年始
(定員)
ひまわり50名

◇児童発達支援センター たんぽぽ(肢体不自由) (社福)豊田市福祉事業団 平8 471-0062 豊田市西山町2-19 0565-32-8982 0565-32-8902

(受付時間)
午前8時30分～午後5時15分
(休日)
土･日曜､祝日、年末年始
(定員)
たんぽぽ40名

◇児童発達支援センター なのはな(難聴) (社福)豊田市福祉事業団 平8 471-0062 豊田市西山町2-19 0565-32-8983 0565-32-8902

(受付時間)
午前8時30分～午後5時15分
(休日)
土･日曜､祝日、年末年始
(定員)
なのはな30名
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◇外来療育施設 あおぞら (社福)豊田市福祉事業団 平8 471-0062 豊田市西山町2-19 0565-32-8984 0565-32-8902

(受付時間)
午前8時30分～午後5時15分
(休日)
土･日曜､祝日、年末年始

◇外来療育施設 おひさま (社福)豊田市福祉事業団 令2 470-1216 豊田市和会町長田8-1 0565-63-5523 0565-63-5933

(受付時間)
午前8時30分～午後5時15分
(休日)
日曜､祝日、年末年始

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

りすまいるリハビリセンター (一社)Ｒｅ　Ｓｍｉｌｅ 平24 471-0066 豊田市栄町7-1-18 0565-37-8078 0565-37-8079
(放課後等デイサービス)5名
(児童発達支援)5名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

ハートランド豊田の杜
(社福)大和社会福祉事業振
興会

平24 473-0923 豊田市中根町男松80 0565-51-2327 0565-51-1211 (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

児童デイ　ｎｉｋｏ (社福)オンリーワン 平24 471-0855 豊田市柿本町5-31-2 0565-28-0567 0565-28-0590 (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

ゆうあい (特非)しんあい 平24 470-0341 豊田市上原町西山469-1 0565-41-6472 0565-41-6473 (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

日本介護サービス株式会社 日本介護サービス(株) 平24 471-0851 豊田市樹木町5-51 0565-35-1550 0565-35-8809 (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

児童デイサービスひかりの丘 (社福)とよた光の里 平24 473-0908 豊田市宝町玉泉102-7 0565-24-2940 0565-24-2944
(放課後等デイサービス)10名
（うち従たる事業所「ひかりの丘みよし（み
よし市）」5名）

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

生活支援センターじゃん (株)じゃんだらりん 平24 470-1216 豊田市和会町岩谷45-32 0565-25-4151 0565-25-4152

(放課後等デイサービス)8名
(児童発達支援)2名
（うち従たる事業所「サテライト型生活支
援センターじゃん（上郷町）」5名）

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

レッドエンジェル
アース・アズ・マザー・グレイス
(㈱)

平26 471-0858 豊田市朝日ケ丘3-67-2 0565-36-5502 0565-36-5503 (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

放課後等デイサービス　能力
探究スクール　ジーニアス豊田
若草校

(一社)日本福祉協議機構 平26 471-0061 豊田市若草町3-21-5 0565-41-6010 0565-41-6124 (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

かけはし豊田 （株）クレセールプラス 平26 470-0332 豊田市越戸町尺口208-22 リバーコモン越戸A 0565-44-2288 0565-44-2277 (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

児童デイほほえみ 愛知県高齢者生活協同組合 平27 470-0353 豊田市保見ケ丘5-1 FOXTOWN1階 0565-43-3006 0565-43-3007 (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

りすまいるリハビリセンター西豊
田

(一社)Ｒｅ　Ｓｍｉｌｅ 平28 471-0053 豊田市丸根町6-14-1 ほか 0565-50-5843 0565-77-4975 (放課後等デイサービス)5名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

放課後等デイサービス能力探
求スクールジーニアス豊田荒
井校

(一社)日本福祉協議機構 平28 470-0333 豊田市荒井町下原428-2 0565-45-6900 0565-45-6901 (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

かける (株)CONFEL 平27 471-0043 豊田市宮町5-38-2 0565-42-5626 0565-42-5626 (放課後等デイサービス)8名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

かなで (株)fullive 平30 470-0374 豊田市伊保町金山17番地 0565-42-6750 0565-42-6740
(放課後等デイサービス)7名
(児童発達支援)3名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

そら (株)プラル 平30 471-0833
豊田市豊田市山之手4-92
パレス豊田1階

0565-71-0202 0565-71-0202 (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

チャイルドウィッシュとよた (株)東海ステラ 平30 471-0032 豊田市日南町1-1-1 ハイツモリ1階103号室 0565-42-1766 0565-42-1767 (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

こどもサポート教室「きらり」豊
田美山校

(株)クラ・ゼミ 平30 471-0849 豊田市美山町4丁目12-1 カーサジオ1-D 0565-47-5121 0565-47-5121
(放課後等デイサービス)6名
(児童発達支援)4名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

こどもサポート教室「きらり」豊
田校

(株)クラ・ゼミ 平28 471-0034 豊田市小坂本町6-8-3 050-3533-0247 0565-31-9777
(放課後等デイサービス)8名
(児童発達支援)2名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

チャイルドハート豊田 (株)チャイルドハート水上 平27 471-0834 豊田市寿町8-11-1 0565-42-7674 0565-42-7675 (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

はなかご (特非)はなかご 平27 471-0046 豊田市本新町4-101 0565-47-7719 0565-47-7729 (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

エミタス (株)サプライト 平28 470-0431
豊田市西中山町猿田70-
101

0565-77-6233 052-308-5638
(放課後等デイサービス)10名
(児童発達支援)3名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

ポラリス (同)ポラリス 平28 473-0914
豊田市若林東町下外根42-
6

0565-42-6171 0565-42-6158 (放課後等デイサービス)9名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

ハピネス国際放課後等児童デ
イサービス

(株)ハピネスタイム 平28 470-0353 豊田市保見ケ丘204-2 0565-48-1212 0565-79-2020
(放課後等デイサービス)8名
(児童発達支援)2名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

このき豊田校 （株）クレセールプラス 平28 471-0032
豊田市日南町1丁目36番地
2

0565-39-2648 0565-34-5559
(放課後等デイサービス)7名
(児童発達支援)3名

＜
 151 ＞



種別 施設 運営主体 開設年 郵便番号 住所 住所備考 電話 FAX 概要
◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

ほしぞらトヨタ (株)RAIZE 平28 471-0808
豊田市渋谷町1-3-1　吉田
店舗A号

0565-42-2785 0565-42-2785
(放課後等デイサービス)8名
(児童発達支援)2名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

Growup豊田 (株)TOSI 平28 471-0005 豊田市京ケ峰1-5-1 0565-85-7855 0565-85-7856 (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

こどもサポート教室「きらり」新
豊田校

(株)クラ・ゼミ 平28 471-0031 豊田市朝日町3-58-1 ﾌｧﾐｰﾙ朝日102号 0565-35-6155 0565-35-6155
(放課後等デイサービス)6名
(児童発達支援)4名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

ナースケアセンターりすまいる (一社)Ｒｅ　Ｓｍｉｌｅ 平28 471-0031 豊田市朝日町4-26-1 0565-77-8034 0565-50-8188 (放課後等デイサービス)5名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

重症児デイ　アモ (特非)いきもの語り 平29 470-0342
豊田市大清水町大清水180
番地1

0565-85-7655 0565-85-7055 (放課後等デイサービス)5名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

ポラリスＦｉｔ (同)ポラリス 平29 473-0914
豊田市若林東町棚田124番
地3

0565-51-6680 0565-51-6681 (放課後等デイサービス)8名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

能力探求スクールジーニアス
聖心校

(一社)日本福祉協議機構 平30 471-0844 豊田市聖心町4丁目10-40 0565-85-8285 0565-85-8290 (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

ハピネス国際ほみ　放課後等
児童デイサービス

(株)ハピネスタイム 平31 470-0353 豊田市保見ケ丘1-1-2 0565-79-3400 0565-78-3445
(放課後等デイサービス)8名
(児童発達支援)2名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

ラボデミＨＯＭＥ (株)Ｓｕｎａｏｌａｂｏ 平31 471-0078 豊田市昭和町４－１６－３ 日高ビル３０１号室 0565-34-0660 0565-34-0660
(放課後等デイサービス)7名
(児童発達支援)3名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

ポラリス御幸本町教室 合同会社　ポラリス 平31 473-0901
豊田市御幸本町二丁目２００
番地５の２

0565-47-0290 0565-47-0291 (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

鈴 (一社)鈴 令1 471-0825
豊田市明和町2丁目30番地
13

0565-77-4756 0565-77-4756
(放課後等デイサービス)2名
（児童発達支援）8名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

放課後等デイサービス　ゆい
まーる

(同)ポラリス 令1 470-0431
豊田市西中山町稲場92番
地8

0565-79-4329 0565-79-4330 (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

ＣＯＰＡｌＮ　スタージュ (株)COPAIN 令1 471-0026 豊田市若宮町5丁目4番地7 ルミライズ豊田若宮3階 0565-41-3511 0565-41-3512 (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

エミタスα (株)サプライト 令2 470-0431
豊田市西中山町辻貝戸１１２
番地２

0565-77-2558 052-308-6538
(放課後等デイサービス)7名
(児童発達支援)3名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

ナースケアセンターりすまいる (一社)　Re Smile 令2 471-0009 豊田市扶桑町7丁目19-6 0565-85-0177 0565-85-0178
(放課後等デイサービス)4名
(児童発達支援)1名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

子ども発達支援教室Poco a
Poco

合同会社RNラボ 令2 471-0031
豊田市朝日町6丁目6番地
22

0565-34-6290 0565-34-6290
(放課後等デイサービス)6名
(児童発達支援)4名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

コペルプラス　梅坪教室 (株)コペル 令2 471-0071
豊田市東梅坪町８丁目８番
地１８

イーストテラスu　４階 0565-85-1097 － (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

放課後等デイサービス　ウィ
ズ・ユー豊田

(有）オービック 令3 470-0431
豊田市柿本町4丁目45番地
３

0565-85-0375 － (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

ぴーす・らき （株）サプライト 令3 470-0335
豊田市大林町十三丁目3番
地14

0565-98-1027 － (放課後等デイサービス)7名
(児童発達支援)3名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

コペルプラス　豊田教室 株式会社コペル 令3 471-0036
豊田市広久手町７丁目１０番
地２３

AZスクエア広久手２０１号室 0565-41-3168 － (児童発達支援)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

COPAIN　あさひ (株)COPAIN 令3 471-0031
豊田市朝日町2丁目24番地
３

朝日丸太マンション102号 0565-41-6077 － (放課後等デイサービス)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

てらぴぁぽけっと　新豊田教室 合同会社emina 令3 471-0034
豊田市小坂本町一丁目6番
8号

クレッセントビル1階 0565-85-7715 － (児童発達支援)10名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

チャイルドウィッシュ豊田花園
一般社団法人Jr.スポーツ育
成連盟

令3 473-0924
豊田市花園町五反田26番
地1

0565-47-5372 － (放課後等デイサービス)7名
(児童発達支援)3名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

ラボデミＳＴＥＡＭ 株式会社Ｓｕｎａｏｌａｂｏ 令3 471-0025 豊田市西町１丁目１３４番地 ウエストⅠ３０１号室 0565-33-5544 － (放課後等デイサービス)5名
(児童発達支援)5名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

ジャックと豆の木　とよた 株式会社すてっぷ 令3 473-0901
豊田市御幸本町三丁目７９
番地

エルグランデ豊田１F　A号室 0565-79-5850 － (放課後等デイサービス)4名
(児童発達支援)1名

◇放課後等デイサービス・
児童発達支援事業所

こぱんはうすさくら　豊田大林
教室

株式会社アイシィピー 令3 473-0902
豊田市大林町１０丁目２番６
１階

0565-47-2088 － (放課後等デイサービス)5名
(児童発達支援)5名

◇障がい者就労･生活支援
センター

障がい者就労･生活支援セン
ター
(西三河北部障害者就業・生
活支援センターを併設)

(社福)豊田市福祉事業団 平16 471-0066 豊田市栄町1-7-1 豊田市(けやきワークス内) 0565-36-2120 0565-36-0567

(利用時間)
午前9時～午後5時
(休日)
日曜、祝日､年末年始

◇障がい者相談支援事業
所

地域生活支援センターエポレ (医)豊和会 平18 470-1215 豊田市広美町郷西73-1 0565-25-0052 0565-21-5003
(営業日)月～土
(営業時間)9:00～16：30
(対象)精神障がい者

◇障がい者相談支援事業
所

相談支援オンリーワン (社福)オンリーワン 平23 471-0855 豊田市柿本町5丁目31-2 0565-28-0567 0565-28-0590
(営業日)月～金・祝
(営業時間)9:00～17：00

◇障がい者相談支援事業
所

支援センター光の家 (社福)とよた光の里 平19 470-0376 豊田市高町東山7-44 0565-46-0234 0565-46-0160
(営業日)月～金・祝
(提供時間)平日8:30～18：00

◇障がい者相談支援事業
所

生活支援センターひかりの丘 (社福)とよた光の里 平18 473-0908 豊田市宝町玉泉102-7 0565-24-2940 0565-24-2944

(営業日)月～金・祝
(提供時間）8:00～17:00
(対象)障がい児・身体障がい者・知的障
がい者
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◇障がい者相談支援事業
所

障害者福祉施設ハートランド豊
田の杜

(社福)大和社会福祉事業振
興会

平18 473-0923 豊田市中根町男松80 0565-51-2327 0565-51-1211
(営業日)月～金・祝
(提供時間）8:30～17:00

◇障がい者相談支援事業
所

障がい相談支援事業所足助ま
めだ館

(社福)豊田市社会福祉協議
会

平24 441-2521
豊田市足助町東貝戸10番
地

0565-62-1857 0565-61-1115
(営業日)月～金
(提供時間）8:30～17:15

◇障がい者相談支援事業
所

障がい相談支援事業所福祉
センター

(社福)豊田市社会福祉協議
会

平24 471-0877 豊田市錦町1-1-1 0565-32-4341 0565-33-2346
(営業日)火～土
(提供時間)8:30～17:15

◇障がい者相談支援事業
所

むもん生活支援センター (社福)無門福祉会 平18 470-0376 豊田市高町東山7-43 0565-45-7883 0565-45-7886
(営業日)月～金・祝
(提供時間）9：00～17:00

◇障がい者相談支援事業
所

相談支援ＯＮ (社福)輪音 平18 471-0879 豊田市長興寺10-36 0565-34-0737 0565-34-0738

(営業日)月～金・祝
(提供時間）8:30～17:30
（対象）障がい児、身体障がい者、知的
障がい者

◇障がい者相談支援事業
所

みどりがおかコスモス支援セン
ター

(特非)コスモスとよた 平24 471-0838 豊田市緑ケ丘7-61 0565-74-0023 0565-74-0027

(営業日)月～金・祝
(提供時間）8:30～17:30
(対象）身体障がい者、知的障がい者、
精神障がい者

◇障がい者相談支援事業
所

相談支援事業所　りんく (特非)ユートピア若宮 平18 471-0871 豊田市元宮町6丁目19番地 0565-85-8184 0565-85-8183
(営業日)月～金
(提供時間）9:00～18:00

◇障がい者相談支援事業
所

視覚障害者センターつえの里
(特非)視覚障害者センターつ
えの里

平20 471-0068 豊田市横山町4-3-2 0565-31-3381 0565-31-3473
(営業日)月～金・祝
(提供時間）9:00～17:30

◇障がい者相談支援事業
所

豊田市こども発達センター障が
い児相談支援事業所オアシス

(社福)豊田市福祉事業団 平25 471-0062 豊田市西山町2-19 0565-32-8981 0565-32-8902
(営業日)月～金
(提供時間）8:30～17:15
(対象)障がい児

◇障がい者相談支援事業
所

指定特定相談支援事業所た
よりん

(社福)豊田市福祉事業団 平25 471-0065 豊田市平芝町5-13 0565-31-4181 0565-37-1737
(営業日)月～金
(提供時間）8:30～17:15
(対象)身体障がい者・知的障がい者

◇障がい者相談支援事業
所

育成会地域生活支援センター (社福)豊田市育成会 平26 471-0831 豊田市司町3-61-1 0565-77-5611 0565-77-3557

(営業日)火～土
(提供時間）9:00～16:00
(対象)障がい児・身体障がい者・知的障
がい者

◇障がい者相談支援事業
所

相談支援センターしんあい (特非)しんあい 平26 470-0342
豊田市大清水町大清水
158-7

0565-41-3807 0565-41-3808
(営業日)月～金
(提供時間）10:00～16:00
(対象)障がい児・知的障がい者

◇障がい者相談支援事業
所

小原寮 (社福)昭徳会 平26 470-0564 豊田市沢田町座内22 0565-66-2110 0565-65-1311
(営業日)水
(提供時間）9:00～18:00
(対象)知的障がい者

◇障がい者相談支援事業
所

りすまいるサポート (一社)Ｒｅ　Ｓｍｉｌｅ 平27 471-0066 豊田市栄町7-1-18 0565-37-8078 0565-37-8079
(営業日)月～金
(提供時間)9：00～17：45

◇障がい者相談支援事業
所

まほろばの郷　福祉相談支援
事業所

RBI　JAPAN(株) 平28 471-0002 豊田市矢並町大坪901-10 0565-87-2606 0565-42-2608
(営業日)月～金・祝
(営業時間)8:30～17:30

◇障がい者相談支援事業
所

プランズゲート (株)サプライト 平30 470-0431
豊田市西中山町猿田70-
101

0565-77-6233
0565-052-308-
5638

(営業日)月～金・祝
(提供時間)9:00～18:00

◇障がい者相談支援事業
所

軌跡 (特非)みち 平30 444-2505
豊田市新盛町下八桑8番地
3

090-7600-7947 0565-77-8482
(営業日)月～金・祝
(提供時間)9:00～17:00
(対象)精神障がい者

◇障がい者相談支援事業
所

地域活動支援センター　サン・
クラブ

医療法人　研精会 平31 470-0344 豊田市保見町横山100番地 0565-48-3058 0565-48-8318
(営業日)月～金
(提供時間)9:00～17:00
(対象)精神障がい者

◇障がい者相談支援事業
所

相談支援事業所パッソ Man to Man Passo（株） 令2 471-0064
豊田市梅坪町8丁目2番地
11

宇佐美ビル1F 0565-41-5008 0565-47-2223
(営業日)月～金
(提供時間)8:30～17:15

◇障がい者相談支援事業
所

りすまいるサポートPlus （一社）Re Smile 令2 471-0009 豊田市扶桑町7丁目19-6 0565-85-0177 0565-85-0178
(営業日)月～金
(提供時間)9:00～17:45

◇障がい者相談支援事業
所

相談支援事業所　ＣＯＰＡｌＮ （株）ＣＯＰＡｌＮ 令2 470-0348 豊田市貝津町西向畑7 0565-63-5360 － (営業日)月～金・祝
(提供時間)9:00～17:00

◇障がい者相談支援事業
所

指定特定相談支援センター
豊田ころもサポートセンター

医療法人　美衣会 令2 471-0036 豊田市広久手町2－33 0565-32-0991 －
(営業日)月～金
(提供時間)9:30～16:00
（対象）精神障がい者

◇障がい者相談支援事業
所

Ｗ－ＦＬＡＴ （合）Ｓ－ＦＬＡＴ 令2 471-0071
豊田市東梅坪町6丁目3番
地5

ISHIDASOU101 080-5295-7096 － (営業日)月～金
(提供時間)13:00～17:00

◇市立診療所 豊田市立乙ケ林診療所 － 平17 470-0552 豊田市乙ケ林町寒田552 0565-65-3008 0565-65-2740

(診療時間）
月曜日　午前9時～正午、午後2時～
　　　　3時
火曜･水曜日　午前9時～正午
金曜日　午前9時～正午、午後3時～
　　　　5時
※祝日、年末年始(12月29日～1月3
日)を除く
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◇市立診療所
豊田市立南部休日救急内科
診療所

－ 令2 470-1216 豊田市和会町長田8-1 0565-85-0099 0565-85-0096

(受付時間)
日曜日、祝日、年末年始(12月30日～1
月3日)午前9時～11時30分、午後1時
～4時30分

◇子育て支援センター等
とよた子育て総合支援セン
ター“あいあい”

－ 平12 471-0026 豊田市若宮町1-57-1 Ａ館Ｔ－ＦＡＣＥ9階 0565-37-7071 0565-37-7072
(利用時間)午前10時～午後6時
(休館日)火曜､年末年始

◇子育て支援センター等
志賀子どもつどいの広場
“ゆうゆう”

－ 平20 471-0802 豊田市志賀町香九礼1-286 0565-80-1522 0565-80-1533
(利用時間)午前9時～正午、午後1時～
午後5時
(休館日)日曜､年末年始

◇子育て支援センター等
柳川瀬子どもつどいの広場“に
こにこ”

－ 平24 470-1211 豊田市畝部東町船場8-1 0565-25-0008 0565-21-2800
(利用時間)午前9時～正午、午後1時～
午後5時
(休館日)日曜､年末年始

◇子育て支援センター等
足助子育て支援センター(足助
もみじこども園内)

－ 平17 444-2351 豊田市岩神町簗瀬25-1 0565-62-1145 －

◇子育て支援センター等
飯野子育て支援センター(飯野
こども園内)

－ 平16 470-0451
豊田市藤岡飯野町出口
1122

0565-75-1236 －

◇子育て支援センター等
伊保子育て支援センター(伊保
こども園内)

－ 平12 470-0344 豊田市保見町権堂坊28 0565-43-1291 －

◇子育て支援センター等
越戸子育て支援センター(越戸
こども園内)

－ 平16 470-0332 豊田市越戸町松葉52-2 0565-45-3106 －

◇子育て支援センター等
堤子育て支援センター(堤こど
も園内)
※平成18年に堤ケ丘から移転

－ 平18 473-0938 豊田市本田町本田1 0565-52-0207 －

◇子育て支援センター等
渡刈子育て支援センター(渡刈
こども園内)

－ 平12 470-1202 豊田市渡刈町3-98 0565-74-1056 －

◇子育て支援センター等
宮口子育て支援センター(宮口
こども園内)

－ 平20 471-0042 豊田市宮口町2-50 0565-32-7118 －

◇子育て支援センター等
山之手子育て支援センター(山
之手こども園内)

－ 平18 471-0833 豊田市山之手1-78-1 0565-26-0775 －
(利用時間)
平日 午前9時～正午、午後1時～午後
5時

◇子育て支援センター等
若園子育て支援センター(若園
こども園内)

－ 平18 473-0923 豊田市中根町永池192-18 0565-52-3102 －

◇子育て支援センター等
稲武子育て支援センター(稲武
こども園内)

－ 平12 441-2522 豊田市武節町神田96-1 0565-82-2025 －

◇子育て支援センター等
大草子育て支援センター(大草
こども園内)

－ 平17 470-0531 豊田市小原町北洞268-2 0565-65-2045 －

◇子育て支援センター等
大沼子育て支援センター(大沼
こども園内)

－ 平15 444-3242 豊田市大沼町船橋21 0565-90-3021 －

◇子育て支援センター等
杉本子育て支援センター(杉本
こども園内)

－ 平17 444-2816 豊田市杉本町三斗成36 0565-68-2701 －

◇相談窓口 成年後見支援センター
(社福)豊田市社会福祉協議
会

平29 471-0877 豊田市錦町1-1-1 0565-63-5566 －
(利用時間)
午前8時30分～午後5時15分
(休日)日･月曜､祝日､年末年始

◇相談窓口
愛知県豊田加茂児童・障害者
相談センター

愛知県 昭50 471-0024 豊田市元城町3-17 0565-33-2211 0565-33-2212
(利用時間)
午前8時45分～午後5時30分
(休日)土曜、日曜､祝日､年末年始

◇相談窓口
豊田市若者サポートステーショ
ン

豊田市 平27 471-0034 豊田市小坂本町1-25 0565-33-1533 －
(利用時間)
午前9時30分～午後5時
(休日)月曜（祝日除く）､年末年始

◇その他の施設 豊田市立豊田特別支援学校 豊田市 平6 470-0342 豊田市大清水町原山66 0565-44-1151 0565-44-1160
肢体不自由児を教育する特別支援学校
（小学部・中学部・高等部）

◇その他の施設
愛知県立豊田高等特別支援
学校

愛知県 平4 473-0906 豊田市竹町栄21-1 0565-54-0011 0565-54-0013 －

◇その他の施設 児童養護施設梅ヶ丘学園 (社福)愛知玉葉会 昭34 471-0064 豊田市梅坪町5-3 0565-32-1107 0565-32-1361 (定員)60名
◇その他の施設 豊田市古瀬間聖苑 豊田市 平1 471-0801 豊田市古瀬間町小田820 0565-80-1160 0565-80-1196 －

◇その他の施設 豊田市動物愛護センター 豊田市 平27 471-0002 豊田市矢並町法沢715-4 0565-42-2533 0565-80-2020

(利用時間)
午前8時30分～午後5時15分
(休日)
月曜日（祝日は開館）、年末年始

(利用時間)
平日 午前9時～正午、午後1時～午後
5時
土曜は正午まで

(利用時間)
平日 午前9時～正午、午後1時～午後
5時
土曜は正午まで
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種別 園名 設立年 郵便番号 住所 電話番号 FAX 定員 幼・保別
◇公立こども園 朝日こども園 昭46 471-0032 豊田市日南町5-15-2 0565-32-2212 0565-32-5747 175 幼稚園
◇公立こども園 足助まゆみこども園 大14 444-2424 豊田市足助町陣屋跡7 0565-62-0382 0565-62-1617 80 幼稚園
◇公立こども園 足助もみじこども園 昭43 444-2351 豊田市岩神町簗瀬25-1 0565-62-0685 0565-62-1728 120 保育所
◇公立こども園 飯野こども園 昭27 470-0451 豊田市藤岡飯野町出口1122 0565-76-2667 0565-76-2741 200 保育所
◇公立こども園 石畳こども園 昭29 470-0403 豊田市白川町大根1271-1 0565-76-1998 0565-76-6280 150 保育所
◇公立こども園 稲武こども園 昭43 441-2522 豊田市武節町神田96-1 0565-82-2025 0565-83-1012 130 保育所
◇公立こども園 伊保こども園 昭27 470-0344 豊田市保見町権堂坊28 0565-48-8188 0565-48-4632 190 保育所
◇公立こども園 今こども園 昭34 471-0823 豊田市今町7-50-2 0565-28-2285 0565-28-9419 75 保育所
◇公立こども園 梅坪こども園 昭29 471-0064 豊田市梅坪町1-14-1 0565-32-2057 0565-32-6945 270 保育所
◇公立こども園 永新こども園 昭53 470-1206 豊田市永覚新町5-193 0565-29-0732 0565-29-9230 100 保育所
◇公立こども園 大草こども園 昭32 470-0531 豊田市小原町北洞268-2 0565-65-2045 0565-65-2750 85 保育所
◇公立こども園 大蔵こども園 昭42 444-2511 豊田市大蔵町本城13-1 0565-64-2220 0565-64-2875 45 保育所
◇公立こども園 大沼こども園 昭26 444-3242 豊田市大沼町船橋21 0565-90-3021 0565-90-3072 140 保育所
◇公立こども園 大畑こども園 昭26 470-0352 豊田市篠原町片坂40-6 0565-48-8288 0565-48-4631 75 保育所
◇公立こども園 大林こども園 昭28 473-0902 豊田市大林町14-11-13 0565-28-0012 0565-28-9426 205 保育所
◇公立こども園 小渡こども園 昭22 444-2833 豊田市下切町下切10 0565-68-2766 0565-68-2922 80 幼稚園
◇公立こども園 上郷こども園 昭48 470-1218 豊田市上郷町郷下15 0565-21-1830 0565-21-6466 170 保育所
◇公立こども園 上鷹見こども園 昭45 470-0322 豊田市上高町古白344-2 0565-41-2219 0565-42-1317 33 保育所
◇公立こども園 木瀬こども園 昭27 470-0411 豊田市木瀬町浜居場248-1 0565-76-1765 0565-76-6580 75 保育所
◇公立こども園 越戸こども園 昭30 470-0332 豊田市越戸町松葉52-2 0565-45-1073 0565-45-4080 250 保育所
◇公立こども園 駒場こども園 昭30 473-0925 豊田市駒場町新生69 0565-57-2413 0565-57-1689 200 保育所
◇公立こども園 挙母こども園 昭3 471-0023 豊田市挙母町5-58 0565-32-0199 0565-32-5735 110 保育所
◇公立こども園 杉本こども園 昭41 444-2816 豊田市杉本町三斗成36 0565-68-2701 0565-68-2852 95 保育所
◇公立こども園 住吉こども園 昭50 473-0905 豊田市住吉町1-6-3 0565-52-3807 0565-52-6958 110 保育所
◇公立こども園 高橋こども園 昭49 471-0012 豊田市水間町4-155-1 0565-88-8088 0565-88-1147 140 幼稚園
◇公立こども園 高美こども園 昭41 473-0917 豊田市若林西町長根64 0565-52-3706 0565-52-3782 160 保育所
◇公立こども園 堤ケ丘こども園 昭45 473-0932 豊田市堤町道仙65 0565-52-0166 0565-52-0191 140 保育所
◇公立こども園 寺部こども園 昭31 471-0017 豊田市上野町1-173 0565-80-2194 0565-80-9585 250 保育所
◇公立こども園 道慈こども園 昭34 470-0552 豊田市乙ケ林町下立122-1 0565-65-2733 0565-65-3530 75 保育所
◇公立こども園 童子山こども園 昭41 471-0035 豊田市小坂町16-51 0565-32-3566 0565-32-5732 210 幼稚園
◇公立こども園 透成こども園 昭25 470-0309 豊田市西広瀬町清水30 0565-41-2550 0565-42-1318 75 保育所
◇公立こども園 東部こども園 平1 444-3206 豊田市羽布町川合23-2 0565-90-3173 0565-90-3074 75 保育所
◇公立こども園 渡刈こども園 昭49 470-1202 豊田市渡刈町3-98 0565-28-8300 0565-28-9476 200 保育所
◇公立こども園 トヨタこども園 昭36 471-0822 豊田市水源町1-1-1 0565-28-2198 0565-27-6954 140 幼稚園
◇公立こども園 豊松こども園 昭53 444-2203 豊田市豊松町狐塚120-4 0565-58-1551 0565-58-3082 45 保育所
◇公立こども園 中金こども園 昭29 470-0313 豊田市城見町須田口6 0565-41-2238 0565-42-1571 75 保育所
◇公立こども園 中根山こども園 昭41 473-0933 豊田市高岡本町双葉60 0565-52-3029 0565-52-3097 130 保育所
◇公立こども園 中山こども園 昭36 470-0431 豊田市西中山町蔵屋敷136-1 0565-76-4436 0565-76-6575 200 保育所
◇公立こども園 根川こども園 昭29 471-0878 豊田市下林町7-41 0565-32-1082 0565-32-6948 160 保育所
◇公立こども園 野見こども園 昭28 471-0805 豊田市美里5-19 0565-80-0650 0565-80-9423 210 幼稚園
◇公立こども園 則定こども園 昭39 444-2342 豊田市則定町前田5 0565-63-2051 0565-63-2687 30 保育所
◇公立こども園 冷田こども園 昭50 444-2313 豊田市冷田町上冷田38 0565-63-2310 0565-63-2141 30 保育所
◇公立こども園 ひかりこども園 昭30 471-0002 豊田市矢並町大坪901-2 0565-80-2280 0565-80-9583 75 保育所
◇公立こども園 東広瀬こども園 昭25 470-0307 豊田市東広瀬町蔵屋敷19-1 0565-41-2112 0565-42-1333 95 保育所
◇公立こども園 東山こども園 昭41 471-0808 豊田市渋谷町3-978-36 0565-80-6074 0565-80-9582 190 保育所
◇公立こども園 平井こども園 昭31 471-0008 豊田市百々町4-20 0565-80-2193 0565-80-9581 230 保育所
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◇公立こども園 平山こども園 昭47 471-0827 豊田市平山町1-10-1 0565-28-6187 0565-27-9158 210 幼稚園
◇公立こども園 広沢こども園 昭48 470-0362 豊田市舞木町焼山1102-23 0565-44-0288 0565-44-0988 140 保育所
◇公立こども園 藤藪こども園 昭40 470-1201 豊田市豊栄町3-120 0565-28-4717 0565-27-6995 130 保育所

◇公立こども園
北栄こども園
（令和4年度休園）

昭35 470-0565 豊田市下仁木町仲硲428-1 0565-65-3025 0565-65-3712 75 保育所

◇公立こども園 本地こども園 昭42 471-0848 豊田市本地町2-51-1 0565-27-2662 0565-27-9679 180 保育所
◇公立こども園 益富こども園 平19 471-0802 豊田市志賀町箕平77-1 0565-80-0365 0565-80-0398 270 保育所
◇公立こども園 松平こども園 昭30 444-2216 豊田市九久平町簗場52 0565-58-0070 0565-58-3083 200 保育所
◇公立こども園 御作こども園 昭42 470-0424 豊田市御作町日沢1060-20 0565-76-4672 0565-76-6805 85 保育所
◇公立こども園 御船こども園 昭42 470-0371 豊田市御船町山屋敷78-30 0565-45-1215 0565-45-1599 130 保育所
◇公立こども園 宮口こども園 平20 471-0042 豊田市宮口町2-50 0565-32-6727 0565-32-2977 250 保育所
◇公立こども園 美和こども園 昭47 471-0008 豊田市百々町9-43 0565-88-2230 0565-88-1134 150 保育所
◇公立こども園 山之手こども園 昭38 471-0833 豊田市山之手1-78-1 0565-28-1101 0565-27-6963 245 幼稚園
◇公立こども園 若園こども園 昭29 473-0923 豊田市中根町永池192-18 0565-52-3820 0565-52-4140 190 保育所
◇公立こども園 若林こども園 昭49 473-0914 豊田市若林東町東山47-1 0565-52-8350 0565-52-6149 140 保育所
◇公立こども園 若宮こども園 昭37 471-0026 豊田市若宮町6-2-5 0565-32-3200 0565-32-6946 120 保育所
◇私立こども園 淨光こども園 昭25 471-0043 豊田市宮町3-64 0565-32-3635 0565-31-4177 300 保育所
◇私立こども園 中央こども園 昭27 470-0373 豊田市四郷町山畑78-2 0565-45-0066 0565-45-0034 200 保育所
◇私立こども園 こじまこども園 昭46 471-0876 豊田市金谷町7-30 0565-32-2281 0565-32-2899 211 保育所
◇私立こども園 たかはらこども園 平14 471-0069 豊田市高原町5-73-2 0565-34-5141 0565-34-5175 45 保育所
◇私立こども園 わかばこども園 昭46 473-0914 豊田市若林東町上外根86-2 0565-52-1838 0565-54-0747 220 保育所
◇私立こども園 第二わかばこども園　 平26 473-0914 豊田市若林東町上り戸13-3 0565-41-7830 0565-41-7831 40 保育所
◇私立こども園 いぼばらこども園 昭49 470-0342 豊田市大清水町南岬1-280 0565-31-3340 0565-31-3350 280 保育所
◇私立こども園 第二いぼばらこども園 平30 470-0342 豊田市大清水町原山108-7 0565-85-0160 0565-85-0170 40 保育所
◇私立こども園 浄水ひかりこども園 平22 470-0343 豊田市浄水町南平101 0565-63-5680 0565-63-5680 138 保育所
◇私立こども園 豊田大和キッズこども園 平26 471-0823 豊田市今町1-6-2 0565-27-5678 0565-27-5688 30 保育所
◇私立こども園 杜のひかりこども園 平26 470-0342 豊田市大清水町大清水100-1 0565-45-9966 0565-41-7711 100 保育所
◇私立幼保連携型認定こども園 挙母ルーテル幼稚園 平27 471-0858 豊田市桜町1-79 0565-32-1764 0565-32-5072 135
◇私立幼保連携型認定こども園 豊田聖霊幼稚園 平29 471-0844 豊田市聖心町4-10-6 0565-28-2178 0565-24-8798 210
◇私立幼保連携型認定こども園 保見ケ丘幼稚園 平28 470-0353 豊田市保見ケ丘5-1-1 0565-48-1500 0565-48-1520 200
◇私立幼保連携型認定こども園 井上幼稚園 平28 470-0372 豊田市井上町9-60-1 0565-45-5010 0565-45-5134 269
◇私立幼保連携型認定こども園 浄水松元幼稚園 平29 470-0343 豊田市浄水町南平100 0565-45-6884 0565-45-7666 310
◇私立幼保連携型認定こども園 五ケ丘大和幼稚園 平28 471-0814 豊田市五ケ丘2-19-1 0565-88-1237 0565-80-2327 110
◇私立幼保連携型認定こども園 中山松元幼稚園 平27 471-0043 豊田市西中山町後田93-6 0565-76-3033 0565-76-3033 170
◇私立幼保連携型認定こども園 林丘幼稚園 平29 473-0902 豊田市大林町10-15-2 0565-28-1074 0565-27-6978 273
◇私立幼保連携型認定こども園 美山幼稚園 平28 471-0043 豊田市深田町4-7-4 0565-28-6181 0565-27-9081 263
◇私立幼保連携型認定こども園 豊田東丘幼稚園 平29 471-0809 豊田市宝来町4-758-274 0565-89-7570 0565-89‐1651 160
◇私立幼保連携型認定こども園 竜神こども園 平30 473-0907 豊田市竜神町神田60 0565-28-8200 0565-28-9194 205
◇私立幼保連携型認定こども園 うねべこども園 平31 470-1219 豊田市畝部西町伊勢神1-1 0565-21-0405 0565-21-6419 210
◇私立幼保連携型認定こども園 堤こども園 平31 473-0938 豊田市本田町本田1 0565-52-3053 0565-52-3095 250

◇私立幼保連携型認定こども園
名古屋柳城短期大学附属豊
田幼稚園

平31 471-0006 豊田市市木町3-19-7 0565-80-0198 0565-80-1299 208

◇私立幼保連携型認定こども園 東保見こども園 平31 470-0353 豊田市保見ケ丘4-6-1 0565-48-2221 0565-48-2231 183
◇私立幼保連携型認定こども園 丸山こども園 平31 471-0832 豊田市丸山町3-30 0565-28-0744 0565-28-9294 200
◇私立幼保連携型認定こども園 みずほこども園 平31 471-0863 豊田市瑞穂町2-5 0565-32-7380 0565-32-6958 180
◇私立幼保連携型認定こども園 青松こども園 令2 471-0858 豊田市朝日ケ丘6-41 0565-34-0065 0565-31-4152 290
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◇私立幼保連携型認定こども園 第二青松こども園　 令3 471-0858 豊田市朝日ケ丘6-45 0565-35-0015 0565-35-0077 50
◇私立幼保連携型認定こども園 東海こども園 令2 471-0804 豊田市神池町2-1236 0565-88-0599 0565-88-0598 220
◇私立幼保連携型認定こども園 竹村こども園 令2 473-0904 豊田市中町経塚4 0565-52-8508 0565-52-8552 250
◇私立幼保連携型認定こども園 寿恵野こども園 令2 470-1207 豊田市鴛鴨町畔畑227 0565-28-2403 0565-28-9469 250
◇私立幼保連携型認定こども園 たかねこども園 令4 470-1216 豊田市和会町鳥手167 0565-21-0404 0565-21-6429 220
◇小規模保育事業所 キッズハウスとよた 平28 471-0858 豊田市西町1-76 0565-36-5025 0565-36-5022 19
◇小規模保育事業所 ナースリーハウス 平28 471-0079 豊田市陣中町1-14-18 0565-31-8282 0565-31-6680 19
◇事業所内保育事業所 ひなたぼっこ 平29 471-0858 豊田市若宮町2-70 0565-34-5008 0565-41-6088 36
◇事業所内保育事業所 みるみる園 平30 471-0858 豊田市京町4-38 0565-31-5875 0565-35-8960 19
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◇豊田市社会福祉協議会 豊田市社会福祉協議会 471-0877 豊田市錦町1-1-1 豊田市福祉センター内 0565-34-1131 0565-32-6011
◇豊田市社会福祉協議会 豊田市社会福祉協議会上郷出張所 470-1218 豊田市上郷町5-1-1 上郷コミュニティセンター内 0565-41-5088 0565-41-5099
◇豊田市社会福祉協議会 豊田市社会福祉協議会猿投出張所 470-0373 豊田市四郷町東畑70-1 猿投コミュニティセンター内 0565-41-3082 0565-41-3083
◇豊田市社会福祉協議会 豊田市社会福祉協議会高岡出張所 473-0933 豊田市高岡町長根51 高岡コミュニティセンター内 0565-85-7720 0565-85-7733
◇豊田市社会福祉協議会 豊田市社会福祉協議会高橋・松平出張所 471-0014 豊田市東山町2-1-1 高橋コミュニティセンター内 0565-85-1120 0565-85-1122
◇豊田市社会福祉協議会 豊田市社会福祉協議会旭支所 444-2824 豊田市池島町屋ケ平22 豊田市老人福祉センターぬくもりの里内 0565-68-3890 0565-68-2801
◇豊田市社会福祉協議会 豊田市社会福祉協議会足助支所 444-2424 豊田市足助町東貝戸10 豊田市介護予防拠点施設足助まめだ館内 0565-62-1857 0565-61-1115
◇豊田市社会福祉協議会 豊田市社会福祉協議会稲武支所 441-2521 豊田市桑原町中村5 豊田市稲武福祉センター内 0565-82-2068 0565-82-3604
◇豊田市社会福祉協議会 豊田市社会福祉協議会小原支所 470-0564 豊田市沢田町梅ノ木574 豊田市小原福祉センターふくしの里内 0565-65-3350 0565-65-3705
◇豊田市社会福祉協議会 豊田市社会福祉協議会下山支所 444-3252 豊田市神殿町中切7-2 豊田市下山保健福祉センターまどいの丘内 0565-90-4005 0565-90-2419

◇豊田市社会福祉協議会 豊田市社会福祉協議会藤岡支所 470-0451
豊田市藤岡飯野町坂口
1207-2

豊田市藤岡福祉センターふじのさと内 0565-76-3606 0565-76-3608

◇豊田市シルバー人材センター　 豊田市シルバー人材センター 471-0027 豊田市喜多町6-61-1 0565-31-1007 0565-34-3238
◇豊田市シルバー人材センター　 豊田市シルバー人材センター足助支所 444-2424 豊田市足助町久井戸76-1 0565-62-2166 0565-62-2020
◇豊田市シルバー人材センター　 豊田市シルバー人材センター稲武支所 441-2513 豊田市稲武町竹ノ下4-2 0565-82-3000 0565-82-3340
◇豊田市シルバー人材センター　 豊田市シルバー人材センター小原支所 470-0531 豊田市小原町上平441-1 0565-66-0220 0565-65-3800
◇豊田市シルバー人材センター　 豊田市シルバー人材センター下山支所 444-3242 豊田市大沼町船橋36-2 0565-91-1221 0565-91-1222
◇豊田市シルバー人材センター　 豊田市シルバー人材センター藤岡支所 470-0451 豊田市藤岡飯野町田中245 0565-76-2949 0565-75-2030
◇豊田市福祉事業団 豊田市福祉事業団 471-0062 豊田市西山町2-19 0565-32-8980 0565-32-8987
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