
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ムゲン小ちゃん        ムゲン大ちゃん 

          2021年 協議会マスコットキャラクター 

 



1

2

3・4

相談支援事業所 5   余暇活動 33

6 34

7 35

8 36

9 37

10

11 40

12 41

13 ・ 港区障害者自立支援連絡協議会イメージ図………………………………………42

港区障害者自立支援連絡協議会　参加団体 14 ・見守り大家さん………………………………………

15

16

17

18

・港区保育協会…………………………………………19

20

21

22

23

24

25

・身体障害者福祉協会………………………………………26

27

その他　福祉に関する事業 28

29

30

・港区聴覚障害者福祉協会（D-3）………………………………………31

・ひきこもり・不登校家族相談会（G-3）………………………………………32

（１）

43・44

 目　次 

○ 目次　………………………………………

○ 社会資源マップ…………………………………

・港区障害者基幹相談支援センター（G-2）………………………………………

○ 施設の種類　……………………………………

・女子会・一期くらぶ………………………………………

・ばあば工房（G-3）………………………………………

・ゆたか相談支援事業所あおなみ（E-1）………………………………………

・手話サークル　ぺんぎん（D-3）………………………………………

・港生涯学習センター（H-3）………………………………………

・明和障害者相談センター（F-3）………………………………………

・相談支援事業所　あしたの家（C-2）………………………………………

・共生型サロン　陽まわり（B-2）………………………………………

・盲導犬総合訓練センター（F-3）………………………………………

・名古屋盲人情報文化センター（H-3）………………………

・港特別支援学校………………………………………

・港区手をつなぐ育成会………………………………………

・かもめ会（精神障害者家族会）………………………………………

・港区　教育振興会………………………………………

・知的・身体障害者相談員………………………………………

・民生委員児童委員連盟港区支部………………………………………

・港区障害者（児）とともに育つ会………………………………………

38・39

・港区社会福祉協議会………………………………………

  参考資料・相談支援事業所　サフラン（G-2）………………………………………

・相談支援事業所　小さな手（G-2）………………………………………

・港区医師会・港薬剤師会………………………………………

・ユニオンワークス相談支援事業所（F-3）………………………………………

・港区歯科医師会………………………………………

・地域医療支援病院（中部ろうさい病院）………………………………………

・相談支援事業所　つむぎ（D-2）………………………………………

・港まちづくり協議会（G-3）………………………………………

☆マップのみかた

例 港事業所（A-１）……10

地図上の場所を示しています

インフィニテーとは・・・

無限・無限大を意味する

英語です。ムゲン大ちゃん

の飛ぶときの掛け声☆



（２） 

 

 

相談支援事業所                                            

障害福祉サービスまたは地域相談支援を利用する原則すべての障害者等を対象とし、

支給決定前のサービス等利用計画案の作成から支給決定後のサービス事業者等との

連絡調整、計画の作成を行い、一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証及び計画

の見直しを行う（モニタリング）ことにより、障害者等の抱える課題の解決や適切なサ

ービス利用を図ります。 

障害者自立支援連絡協議会 

障がいのある人も地域で安心して豊かに生活していけるような仕組み作り、ネットワー

ク形成をします。様々な機関が参加し、それぞれの得意分野からの知恵や経験を出し合

いながら、地域のニーズ･課題を把握し、課題解決に向けて協議しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●参加者は？ 

港区障害者自立支援連絡協議会 関係機関一覧 

 

（医療）             （教育） 

・港区医師会           ・港特別支援学校  

・港区歯科医師会         ・港区教育振興会 

・港薬剤師会            

・中部ろうさい病院            

 

（福祉）             （福祉 当事者団体） 

・港区社会福祉協議会       ・港区手をつなぐ育成会 

・港区保育協会          ・港区障害者(児)とともに育つ会 

・民生委員児童委員連盟港区支部  ・港区身体障害者福祉協会 

・知的障害者相談員        ・かもめ会（精神障害者家族会） 

・身体障害者相談員         

 

（福祉事業者）          （行政） 

・特定相談支援事業者       ・港区役所 福祉課 

・障害福祉サービス事業者(居宅)   ・港保健センター 保健予防課 

・障害福祉サービス事業者(日中活動) ・港区役所 南陽支所 区民福祉課 

 

（庶務・障害者基幹相談支援センター） 

・港区障害者基幹相談支援センター  

関係機関の代表者が集まる定例会 

「研修部会」 

研修会、地域の啓発

活動を企画・実施 

「就労部会」 

働くを支えるネット

ワーク作り 

「相談支援部会」 

事例検討・関係機関つく

り・相談支援の質の向上 
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生活相談・余暇に関する

相談支援事業所 あしたの家 

相談支援事業所 つむぎ 

港区聴覚障害者福祉協会 

共生型サロン 陽まわり 

手話サークル ぺんぎん 
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生活相談・余暇に関する事業所マップ 

ゆたか相談支援事業所あおなみ 

明和障害者相談センター 

相談支援事業所 サフラン 

港区障害者基幹相談支援センター 

ユニオンワークス相談支援事業所 

盲導犬総合訓練センター 

相談支援事業所 小さな手 

ばあば工房 

港まちづくり協議会 

港生涯学習センター 

名古屋盲人情報文化センター 

女子会 

一期くらぶ 

ひきこもり・不登校家族相談会 
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住 所 〒455-0015  

名古屋市港区港栄 1-1-22 

港栄店舗 104 号  

T E L ０５２－６５３－２８０１  

F A X ０５２－６５１－７４７７   

E-mail minatokikan@nagoya-lighthouse.jp  

U R L https://nagoya-lighthouse.jp/kikan/ 

交通機関 地下鉄港区役所駅徒歩 5 分 

開所日 月～金曜日・第 2,・4 土曜日 

開所時間 9：00～17：00 

職員数 8 名（相談支援専門員）  

1 名（経理事務） 

3 名ピアカウンセラー 

 

○障害者基幹相談支援センターとは？ 

 障害のある方が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、各種相談や情報提供など

の支援を総合的に行うところです。 

 

○活動内容 

福祉サービスの利用や各種制度の活用支援、障害のある方とご家族の様々な相談に応じ

ます。また、必要に応じて専門機関をはじめとする関係機関と連携した相談にも対応しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

○事業所アピール 

 ・ひきこもり不登校家族相談会 （月１回） 

 ・かもめ食堂（年 4 回） 

 ・女子会（障害を持った方などを中心に女子トークをしています） 

 ・かるがも会（障害児を育てた先輩ママによる子育て相談） 

  を開催しています。 

※自分らしい生活を応援します！まずは、お気軽にご相談下さい。 

   

○関連事業 

・地域活動支援センターかもめくらぶ 

 

 

 

 

 

法人名   

（福） 名古屋ライトハウス 

 （特）まちかどサポートセンター 

事業所名  

港区障害者基幹相談支援センター 

＜名古屋市からの委託事業＞ 

・総合的な相談支援       ・名古屋市賃貸住宅入居等サポート事業 

・自立支援連絡協議会の運営 ・障害者自立支援配食サービス受付窓口 

・障害支援区分認定調査    ・精神障害者 ピアサポート活用事業 



 

（７） 

 

  

住 所 〒455-0075   

名古屋市港区正徳町６丁目 3 番地 

神野マンションⅡ 1 階北側店舗 

T E L ０５２－３８２－１９９１ 

F A X ０５２－３５５－９６１８ 

E-mail soudan@recycle-minato.com 

U R L  

交通機関 あおなみ線中島駅より徒歩約 10 分 

開所日 月曜～金曜 

開所時間 ９：００～１７：００ 

職員数 管理者 1 名（兼務） 

相談員 3 名（専任） 

 

◆基本方針・理念 

☆わたしたちのめざすもの☆ 

■障がいのある人たちの“いのちとねがい”を大切に、社会への参加とゆたかな暮らしの

実現をめざします 

■誰もが安心して暮らせる地域をつくるため、たくさんの“つながり”を築き拡げていき

ます 

■ゆたかな笑顔と人間性をはぐくみ、関係者の創意を活かすとともに、社会から信頼され

る経営をめざします 

 

◆事業内容 

 障がいのある方のニーズを大切にし、地域で安心して暮らすことができるよう相談支援

を行っています。 

 家族支援、子育て支援、就学、就労、昼間の活動、健康問題等さまざまな相談をお受け

し支援します。 

 行政機関、医療機関、関係機関等と連携、協力して相談者や家族とともに進めていきま

す。 

お気軽にご相談ください。 

 

◆関連事業                          あおなみ線 

                                  中島駅 

                中島橋西 

                        国道 1号線         中野新町 

                            

                           ☆あおなみ 

                            

                   荒子川      リサイクル港作業所 

                          ●●正保公園 

                        ●TEAR 

                    入場       名古屋競馬場前駅     競馬場前 

                     

                           東海通        ●名古屋競馬場 

法定種別 指定特定相談支援事業 

 指定障害児相談支援事業 

 指定一般相談支援事業 

     

法人名   

社会福祉法人 ゆたか福祉会 

 

事業所名  

ゆたか相談支援事業所 あおなみ 

ゆたか福祉会 

 1969 年 3 月、全国で初めての障

害者無認可作業所としてゆたか作

業所が誕生。1972 年に法人化して

以来、当事者、家族、地域のねがい

をもとに発展してきました。 

 現在、高齢者事業も含め、市内南

区、緑区、中川区、北名古屋市、北

設楽郡に、仕事や日中の生活の場、

暮らしの場、相談の場など 57 事業

にのぼります。 
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住 所 〒455-0831 

名古屋市港区十一屋 1-70-5 

黎明荘１０２号 

T E L ０５２－３８３－３５６６ 

F A X ０５２－３８３－３５６５ 

E-mail meiwa-soudan@nagoya-lighthouse.jp 

U R L http://www.lh-meiwaryou.com/ 

交通機関 あおなみ線 稲永駅下車 徒歩７分 

開所日 土日祝日を除く月～金 

開所時間 9：00～17：00 

職員数 ４名（相談支援専門員（専任））  

+1 名（相談員（兼務）） 

◆基本方針・理念 

 福祉サービスの理想像を求めて常に前進する 

 地域と共に、生きることの喜びを知る環境を創る 

 自分を愛し他人を愛し自ら行動する 

 

◆事業内容 

 障害をお持ちの方の生活上の悩みや福祉サービスの制度や利用方法等に関する相談業

務（相談出来る方･･･身体、知的、精神、指定難病をお持ちのご本人、ご家族、関係

者） 

 ご本人のご希望に沿ったサービス等利用計画の作成や福祉サービスの調整等 

 

◆ 関連事業 

就労継続支援 B 型（ビーサポート）定員 100 名 

就労移行支援（港ジョブトレーニングセンター）定員 14 名 

就労定着支援（明和就労定着支援事業） 

生活介護（ぷちとまと）定員 12 名 

同行援護・居宅介護・重度訪問介護等事業（みなとガイドネット） 

身体障害者福祉ホームあかり 居室 40 室 

身体障害者福祉ホーム黎明荘 居室 8 室 

 

 

  

法定種別 指定特定相談支援事業 

 指定障害児相談支援事業 

 指定一般相談支援事業 

 

法人名   

社会福祉法人 名古屋ライトハウス 

 

事業所名  

明和障害者相談センター 



（９） 

 

  

住 所 〒455-0884 

名古屋市港区秋葉七反野一丁目

1828 番地の 1 

T E L ０５２－３０４－８６３１ 

F A X ０５２－３０４－８６３２ 

E-mail soudansien_ashita@yahoo.co.jp 

U R L http://www.minato-fukushikai.org/ 

交通機関 市バス「南陽中学校」下車徒歩 5 分 

開所日 月～金 第２土曜日 

開所時間 9：00～18：00 

（土曜日については月 1～２回開所あり） 

職員数 専属 3 名 

◆基本方針・理念 

 

障害者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の身体 

状況、その置かれている環境等に応じて利用者又はその保護者の選択に基づいて、 

適切な障害福祉サービス等が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう援 

助を適切に行うものとします。 

 

◆事業内容 

（１）基本相談支援 

（２）地域の障害福祉サービス事業者等の情報提供 

（３）訪問によるアセスメント 

（４）サービス等利用計画案及びサービス等利用計画の作成 

（５）サービス担当者会議の開催等による専門的な意見の聴取 

（６）訪問によるモニタリング 

（７）前各号に掲げる相談支援等に附帯する便宜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんの充実した豊かな暮らしのお手伝いをさせていただきたいと思います。 

お気軽にご相談ください。 

◆関連事業 

    ・生活介護事業 あしたの家      定員 40 名 

    ・共同生活援助 あしたの家      定員 18 名 

    ・短期入所              定員 2 名 

法定種別 指定特定相談支援事業 

 指定障害児相談支援事業 

 

法人名   

社会福祉法人 みなと福祉会 

 

事業所名 

 相談支援事業所 あしたの家 

 

あしたの家 

東海通 

302 号 
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住 所 〒455-0０53 

名古屋市港区名四町 131-2 

 

T E L ０５２－387-5565 

F A X ０５２－387-5575 

E-mail union@muh.biglobe.ne.jp 

U R L http://www7a.biglobe.ne.jp/～uninworks/ 

交通機関 あおなみ線 稲永駅下車 徒歩１０分 

開所日 月～金 

土日祝日、夏季休暇、年末年始を除く 

開所時間 ８：４５～17：１５ 

職員数 １名（専任） 

◆基本方針・理念 

・人はこの世に生を受け、生きる中でさまざまな人と関わり、「喜び」や「悲しみ」、そし

て「楽しみ」、「苦しみ」を味わいながら人生を送ることになります。当所は、自立した社

会生活を営むために他人のサポートを必要とする人に、必要とされるために、少しでも支

援させていただけるよう、地域ネットワーク構築の一翼を担うことを理念とする。

◆事業内容 

・障がい者や障がい児からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等の他、必要な便宜

を供与する支援。 

・障がい者や障がい児が障がい福祉サービスを利用する際に、サービス等利用計画書を作

成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援。 

 

 

 

 

 

 

 

・ユニオンワークス 

 ≪生活介護事業≫                   定員 22 名 

 ≪就労継続Ｂ型支援事業≫                定員 12 名 

 ≪就労移行≫                     定員 ６名 

≪放課後等デイサービス≫               定員 10 名 

・ユニオンワークス一色ハウス 

≪共同生活援助事業≫                 定員 22 名（２ユニット） 

≪短期入所≫                     定員 2 名 

・第２ユニオンワークス 

 ≪生活介護事業≫                   定員２０名 

 ≪放課後等デイサービス≫               定員 10 名 

法定種別 指定特定相談支援事業 

 指定障害児相談支援事業 

法人名   

社会福祉法人 大幸福祉会 

 

事業所名  

ユニオンワークス相談支援事業所 

 

 



（１１） 

 

 

住 所 〒455-０８５７   

名古屋市港区本宮町２丁目３８の６ 

   宝本宮ハイツ１０８ 

T E L ０５２－６５１－８８８７ 

F A X ０５２－６５１－６７６７ 

E-mail chiisanate.99@gmail.com 

U R L  なし 

交通機関 市バス「金船町」下車徒歩２分 

市バス「東海橋」下車徒歩１０分 

開所日 月～金  

開所時間 ９：００～１７：００ 

職員数 ２名 

 

◆基本方針・理念 

障害の有無に関わらず、障害者(児)が地域の一員として日常生活又は社会生活を営む 

ことができるよう、利用者又はその保護者の選択に基づいて、適切な障害福祉サービス

等が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供される相談支援を適切に行うものとしま

す。 

 

 

◆事業内容 

訪問やお電話などで、ご相談に乗ったり、福祉サービス等の情報を提供したり、介護

計画を作成する事を通じて、皆様の悩みの軽減・生活のお手伝いなどをさせて頂きます。 

 

 

◆関連事業 

  「ヘルパーステーション小さな手（障害福祉・介護保険）、小さな手居宅介護支援事業

所（介護保険）」と併設しています。 

 

 

◆事業所アピール＆地図 

みなさまの暮らしのお手伝いをさせて頂きたいと思います。                                                   

お気軽にご相談ください。 

 

法定種別 指定特定相談支援事業 

 指定障害児相談支援事業 

指定一般相談支援事業 

 

会社名   

有限会社 小さな手 

 

事業所名 

  相談支援事業所 小さな手 

 



 

（１２） 

  

住 所 〒455－0008 

名古屋市港区九番町 5-3-1 

JFE 名古屋東海通 4 階 

T E L ０５２－６５２－９４９０ 

F A X ０５２－６５２－９４９１ 

E-mail safran@lifepartner-npo.con 

U R L http://lifepartner-npo.com/ 

交通機関 地下鉄名港線 東海通駅下車 徒歩 5

分 

開所日 月～金 

開所時間 9：00～1８：00 

職員数 4 名（専任） 

 

◆基本方針・理念 

・利用者様、スタッフの密な連携によりサービスをご提供します 

・積極的により良きことを自ら考え学び支援していきます 

・地域生活を通じノーマライゼーションを実現します 

 

◆事業内容 

・障害をお持ちの方の生活上の悩みや福祉サービスの制度や利用方法等に関する相談業務 

 （相談出来る方・・・身体、知的、精神障害をお持ちのご本人、ご家族、関係者） 

・ご本人のご希望に沿った福祉サービス利用計画の作成や福祉サービスの調整等 

 

 

 

◆関連事業 

・指定障害者福祉サービス事業所 

・共同生活援助グループホーム ひなた・こはる 

・共同生活援助グループホーム ひなたⅡ 

・共同生活援助グループホーム ひなたⅢ・こはるⅢ 

・共同生活援助グループホーム ひなたⅣ・こはるⅣ 

・就労継続支援Ｂ型事業所     きぼう きぼうⅡ 

・宿泊型自立訓練施設     ひなた熱田 

法定種別 指定特定相談支援事業 

 指定障害児相談支援事業 

 指定一般相談支援事業 

 

法人名   

特定非営利活動法人  

ライフパートナー 

 

事業所名 相談支援事業所サフラン 



 

（１３） 

 

  

住 所 〒４５５－０８８２ 

名古屋市港区 

小賀須二丁目１１２番地の１ 

T E L ０５２－３０４－７２８６ 

F A X ０５２－３０４－７２８７ 

E-mail tsumugi.ikeda.s@gmail.com 

U R L  

交通機関 市バス「日ノ出橋」下車徒歩５分 

開所日 月～金 

開所時間 ９：００～1７：00 

職員数 １名（専任）+１名（兼務） 

 

◆基本方針・理念 

・ご利用者様に寄り添い、ご本人らしい自立生活が送って頂けるよう支援していきます 

 

・ご利用者様へ支援の輪が広がっていくよう、地域連携を図っていきます 

 

◆事業内容 

・障害をお持ちの方の生活上の悩みや福祉サービスの制度や利用方法等に関する相談業務 

 （相談出来る方・・・身体、知的、精神障害をお持ちのご本人、ご家族、関係者） 

 

・ご本人のご希望に沿った福祉サービス利用計画の作成や福祉サービスの調整等 

 

 

◆関連事業 

・デイサービス心温  

地域密着型通所介護、予防専門型通所サービス、基準該当生活介護 

・訪問介護事業所 チャムケアサービス 

  訪問介護、予防専門型訪問サービス、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、移動支援 

 

 

法定種別 指定特定相談支援事業 

 指定障害児相談支援事業 

 指定一般相談支援事業 

 

会社名  合同会社 センゴク  

 

 

事業所名 相談支援事業所 つむぎ 



 

（１４） 

 



（１５） 

団体名 ：  港区歯科医師会   住 所 ： 〒455-0842   名古屋市港区稲永5-8-12   

代表者：  小 島  真 一                  電話番号 ： 052-383-6666       

                            ＦＡＸ ： 052-383-6980      

会員数 ：  58名                  

                            構成メンバー ： 歯科医師            

 

○ 基本方針・理念 

医道の高揚、歯科医学・医術の進歩発達と公衆衛生および予防医学の普及と向上を図り、 

社会の福祉を増進することを目的として設立された。 

 

○ 活動内容 

・ 保健センターにおける検診および予防事業への参画 

・ 歯と口の一日健康センターの開催 

・ 小学校・中学校・高校等における歯科検診および歯科保健指導 

・ 事業所における歯科検診および歯科保健指導 

・ 社会福祉施設における歯科健診、および歯科保健指導 

名古屋歯科医療センター（障害者診療） 

＊名古屋北歯科保健医療センター 

〒462-0057 

名古屋市北区平手町1丁目1番地の5 

クオリティライフ21城北内 

TEL 052-915-8844 

FAX 052-915-8844 

 
＊名古屋南歯科保健医療センター 

〒457-0821 

名古屋市南区弥次ヱ町5-12-1 

TEL 052-611-8044 

FAX 052-825-4340 

  

障がい者歯科診療は、心身に障がいがある方で、身体障害者手帳・療育手帳を所持している方を対象とし

ています。予約制で、火～土曜日の 9:15～12:00、13:15～16:00 に電話での予約受付を行っており

ます。通常の歯科治療だけでなく、日帰り全身麻酔を用いた歯科治療や摂食嚥下診療も行っております。 



（１６） 

団体名 ：  港薬剤師会              住 所 ： 〒455-0001 港区七番町1丁目2-1 

エディオン東海通店１階   スギ薬局みなと七番町店                        

代表者：  大 島 啓 一        電話番号 ： 052-665-3577                     

                       FAX ： 052-654-7355                        

                     会員数 ：  75名                                   

 

 

○ 基本方針・理念 

調剤、医薬品の供給、その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上および増進に寄与

し、健康な生活を確保する。 

 

○ 活動内容 

１） 薬学薬業の進歩発達に関すること                 

２） 公衆衛生の普及向上に関すること 

３） 薬事衛生及び食品衛生の改善発達に関すること 

４） 医薬品情報の収集及び伝達に関すること 

５） 環境整備及び公害検査に関すること 

６） 工場、学校その他の施設の環境衛生の改善に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

団体名 ：名古屋市医師会 港支部  住 所(支部事務局) ： 〒455-0014        

代表者：  長谷川 恒雄               名古屋市港区港楽2-6-18         

 港区休日急病診療所内           

                          電話番号 ： 052-653-7878                         

ＦＡＸ ： 052-661-7923                           

          ＵＲＬ：http://www.nagoya.aichi.med.or.jp/shokaifr.html       

構成メンバー ： Ａ会員（開業医）,Ｂ会員（勤務医）      

会員数 ： Ａ会員72名 Ｂ会員４3名                   

 

 

○ 基本方針・理念 

医師それぞれが、専門職の特性を生かして、行政とともに区民の健康にお役に立てるように活動して

いる。 

○ 活動内容 

障害自立支援法に基づき、障害程度区分審査会が設置されております。医師会は、医療の専門職とい

う立場から、精神科医、内科医が参加し、現場の方々と共同で審査を行っております。審査に当たって

は、公平、中立をモットーとしております。 

  現在では、各障害者団体と直接の交流はありませんが、様々な診断書作成などで、多くの方々と接点

があり、そうした中、医療に関したところでお役に立てれば幸いです。 

 

 

 

 

 

http://www.nagoya.aichi.med.or.jp/shokaifr.html


（１７） 

団体名：中部ろうさい病院      

     （地域医療支援病院）   住 所：〒455-8530 愛知県名古屋市港区港明一丁目 10番 6 号 

代表者（院長）：佐藤 啓二    電話番号：052-652-5511（代） 

  F A X：052-652-5716 

   診療受付時間：平日 午前 8時 15分～午前 11 時 30 分 

                       (土・日・祝日、年末年始は休診) 

  救急外来受診：24時間 365 日救急医療の受付をしております 

  ＵＲＬ：http://www.chubuh.johas.go.jp/ 

 

 

○ 基本方針・理念 

【病院の理念】 納得、安心、そして未来へ 

【基本方針】 

１．医療の質の向上と安全管理の徹底 

２．生命の尊厳の尊重と患者さん中心の医療 

３．人間性豊かな医療人の育成と倫理的医療の遂行 

４．地域社会との密な連携と信頼される病院の構築 

５．災害・救急医療への積極的な貢献と勤労者に相応しい高度医療の提供 

○ 活動内容（病院の概要） 

当院は、名古屋市南部地域のセンター病院として、勤労者や地域住民の医療需要に応じた高度な医 

療を提供するため、高度医療機器の整備・充実を図るとともに診療体制の充実・強化に努めています。 

中でも、中高年労働者の健康対策として、三大成人病である脳卒中や心臓病の要因でもある糖尿病について、

東海地区では最初に「糖尿病センター」を設置し、予防から治療までの一貫した管理を行い、着実に成果をあ

げています。 

また、当院は、東海地区随一の規模を誇るリハビリテーション施設を有し、整形外科と連携して、 

東海地方の脊椎、脊髄損傷のセンター的役割を果たし、多くの患者さんの社会復帰に貢献しています。 

加えて、当院は、職業性疾病の予防を始め、労働災害による被災者の治療からリハビリテーション 

に至る一貫した労災医療を提供するための医療体制を確立しています。 

○ アピール（病院の特色） 

・急性期から回復期まで、シームレスに医療を提供する診療機能。 

    全 10 病棟を 3つの病棟機能（高度急性期機能、急性期機能、回復期機能）で編成し、疾患の状 

   態に応じた医療を安全かつ適切に提供しています。 

  ・「愛知県がん診療拠点病院」に指定されています。 

    手術療法、薬物療法、放射線療法などの標準的な医療の中から、個々の患者さんの病状やご要 

望に応じた最適ながん治療を、医師と専門性の高いスタッフが連携して提供しています。 

  ・地域の患者さんや連携医療機関のみなさまの窓口となる「よろず相談室」を設置しています。 

    よろず相談室には、3つの部門（地域医療連携室、入退院支援センター、よろず相談室）を設置 

しています。それぞれの部門機能を活かし地域医療へ貢献できるよう努めています。 

  ・予防医療、治療と就労の両立支援の実践に取り組んでいます。 

    公的病院としての使命と役割を担うため、積極的に政策医療に取り組んでいます。 

 

 



（１８） 

団体名 ：                            住 所 ： 〒４５５－００１８       

     愛知県立港特別支援学校             名古屋市港区港明一丁目１０番２号 

         電話番号 ：０５２－６５１－３７１０    

FAX  ：０５２－６５１－３９１７     

      Ｅ－ｍail ：                  

ＵＲＬ ：http://www.minato-sh.aichi-c.ed.jp 

          最寄りの交通機関  

地下鉄名港線東海通下車 徒歩１０分 

 

 

学校の概要 

１ 教育目標 

  一人一人の能力や特性を伸ばす教育を進め、種々の困難を克服しながら、 

国家・社会の形成者として明るくたくましく生き抜く人間を育成する。 

２ 本校の特色 

①  本校は、肢体不自由の児童生徒のための特別支援学校です。障害に応じた施設設備がなされ、 

教材教具も一人一人の児童生徒に適したものが工夫されています。 

②  本校には、小学部、中学部、高等部が設置され、高等部には普通科と商業科があります。 

③  小学部、中学部、高等部では、小学校、中学校、高等学校に準ずる教育に加えて、自立活動の 

指導があります。 

 自立活動は、障害による種々の困難を改善・克服し、調和的発達の基盤を培うための教育活動 

です。 

３ 本校の教育課程 

  ＜教育課程Ａ＞ 

  小学校、中学校、高等学校の当該学年あるいは下学年の各教科を中心とした教育課程 

  ＜教育課程Ｂ＞ 

  特別支援学校（知的障害）の各教科を中心とした教育課程 

  ＜教育課程Ｃ＞ 

  自立活動を主とした教育課程 

  ＜高等部商業科＞ 

  高等学校の各教科及び商業に関する専門教科を中心とした教育課程 

児童生徒の概要 

区分 

部 
通学 訪問 合計 

クラス数 男 女 クラス数 男 女 男 女 計 

小学部 29 57 26 

６ 

５ ２ 6２ ２８ ９０ 

中学部 1８ 27 27 ０ 3 ２７ ３０ ５７ 

高等部 
普通科 1７ ４0 2６ ３ ４ ４３ ３０ ７３ 

商業科 3 ８ ４ 0 0 ８ ４ 1２ 

合計 6７ 13２ 8３ ６ ８ ９ 14０ ９２ 23２ 

                                  （令和２年５月１日現在） 

主な年間行事 

 

 

 

《一学期》 

●入学式（全校）●遠足（各部） 

●運動会（全校）     ほか 

《二学期》 

●野外活動（中・高）●社会見学（小・中） 

●修学旅行（小・中・高） 

●文化祭〈ふれあい港フェスタ〉（全校） 

●校内実習（高） 

●スケート体験学習（中）    ほか 

《三学期》 

●卒業生を送る会（各部） 

●卒業証書授与式（各部）ほか  



 

（１９） 

団体名 ： 港区保育協会   住 所 (事務所) ： 〒455-8520                       

会 長： 辰巳幼児園 園長 宮崎崇辰      名古屋市港区港明 1 丁目 12 番 20 号      

   港区役所民生子ども課民生子ども係      

電話番号 ： ０５２－６５４－９７１２                           

FAX ： ０５２－６５４－１１９０                           

会員数 ： ２９名                                   

構成メンバー： 港区内保育園 園長                      

 

○ 基本方針・理念 

保育園相互の協力により、保育事業の向上発展を図るとともに児童福祉の増進に寄与すること 

を目的とする。 

  

○ 活動内容 

港区内の公立保育園、民間保育園、認定こども園の２９園（下記参照）の園長が会員とな

り活動している。 

保育事業に関する調査研究・啓発、保育園相互の連絡調整、保育事業の向上発展に必要な

施策の企画並びに実施、保育園職員の現任訓練並びに福利厚生などの事業を行っており、入

園前の児童を対象とした「子育て広場」の開催や、港区内全ての保育園の年長児に観劇の機

会を持ってもらう「年長児のつどい」等の企画も行っている。 

  保育施設名 電話番号 所在地 
 

わんぱく保育園 ７２０－６１８６ 春田野二丁目 3101 番地 

公
立
保
育
所 

港保育園 ６６１－０５４９ 築盛町９３番１  ﾘｰｺﾞ正保保育園 ３８１－７５５５ 正保町３丁目５２番地 

南陽第一保育園 ３０１－８８４９ 東茶屋二丁目３０５番地 ｽｸﾙﾄﾞｴﾝｼﾞｪﾙ保育園なんよう園 ６５５－５６９２ 七反野二丁目１９０４番地                

南陽第二保育園 ３０１－７９１４ 知多二丁目２４０１番地 おうすだきしめ保育園 ３８９－３３００ 小碓 1 丁目 138 番地 

南陽第三保育園 ３０１－８９０３ 新茶屋五丁目２００４番地 土古おおぞら保育園 ３８９－５１３２ 土古町２丁目２３番地 

港西保育園 ３８１－１５１７ 野跡四丁目４番８号 茶屋こばと保育園 ３９８－５１３０ 西茶屋一丁目３５番地の６ 

九番保育園 ６５３－６０６１ 九番町１丁目１番地の１ 
認
定
こ
ど
も
園 

小鳩幼児園 ６６１－５５８２ 千鳥一丁目１３番７号 

宝神保育園 ３８３－０５０５ 宝神四丁目７０１番地 名古屋ドレミこども園 ３０２－８８３３ 秋葉二丁目１１０番地 

当知保育園 ３８３－４７２２ 当知三丁目２６１０番地 いずみこども園 ３８１－５８９５ 善進町２丁目１８番地 

丸池保育園 ６５１－２２６１ 丸池町１丁目１番地の１ 名港保育園 ６６１－１０６９ 港楽三丁目４番１７号 

民
間
保
育
所 

かもめ保育園 ３８３－４５１８ 宝神三丁目１４０１番地 認定こども園いしん保育園 ３８２－２５２３ 惟信町２丁目２８番地の１ 

辰巳幼児園 ６５２－１９２１ 辰巳町３番３１号 愛名保育園 ６５３－６０１６ 七番町５丁目３番地 

白鳩保育園 ６６１－１０３１ 辰巳町１２番１３号 誓成保育園 ３０４－７３２０ 津金一丁目１２番３号 

ぜんしん保育園 ３８２－６４１０ 善進本町１９１番地 親愛保育園 ６６１－１３１４ 本宮町３丁目１８番地 

ゆうゆう乳児園 ３８９－２３００ 稲永四丁目 1 番 15 号 たからうらこども園 ３８１－５５８８ 多加良浦町５丁目２５番地 
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団体名：港区教育振興会    住 所：〒455－0821 名古屋市港区小碓三丁目259番地 
（特別支援教育研究部会）              名古屋市立明徳小学校（顧問校長校）  

代表者：振興会会長  東港中 永井 聡              電話番号：052－381－4753               

（顧問）明徳小学校長 秋田聡子                ＦＡＸ：052－383－9487                

                                    E-mail：meitoku@nagoya-c.ed.jp        

 ＵＲＬ：www.meitoku@nagoya-c.ed.jp    

                           会員数：１1474名（20年5月1日現在）     

                                             構成メンバー：小学校 教職員数    631名   

                                                                       児童数   6,727名  

                                                              中学校 教職員数    343名  

                                                                       生徒数   3,773名  

 

○ 基本方針・理念 

[会員] 

本会は，港区内の名古屋市立小中学校の教職員と児童生徒をもって組織する。 

[目的] 

本会は，港区小中学校の教育の振興と教育活動の円滑化をはかり，児童生徒の福祉推進を目的とする。 

[事業] 

・ 体育的及び文化的行事の開催 

・  教育に関する研究調査 

・ 各種研究会，講演会及び研修会の開催 

・ その他の事業 

 

○ 活動内容 

港区教育振興会の事業の中に，各種研究会，講演会及び研修会の開催がある。 

２５部会ある研究部会の一つに特別支援教育研究部会がある。小学校２０校，中学校８校の特別支援教

育主任が参加する特別支援教育主任者会と特別支援学級設置校の担任者が参加する特別支援学級担任者

会を実施し，障害のある児童生徒の教育や名古屋市の行事への参加についての協議を行ったり，理解啓発

や自己研さんのための研修を行ったりしている。 

 

 

 

mailto:meitoku@nagoya-c.ed.jp
mailto:meitoku@nagoya-c.ed.jp
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団体名 ：社会福祉法人           住 所 ：〒455-0014            

    名古屋市港区社会福祉協議会                名古屋市港区港楽二丁目６－３２ 

代表者：会長 前田 勝久          電話番号 ：052-651-0305                    

FAX ：052-661-2940               

      Ｅ－ｍail ：info@minato-syakyo.jp     

ＵＲＬ ：http://www.minato-syakyo.jp      

構成メンバー：地域団体・福祉団体・施設等  

活動時間：9:00～17:00             

 

 

 

○ 基本方針・理念 

社会福祉法で「地域福祉の推進を図ること」を目的とする団体として位置づけられており、「地域

福祉の推進役」としての役割を担っています。公共性の高い民間の組織で、地域の方々や地域にある

住民組織・ボランティア団体・社会福祉施設・NPO 法人等の関係者及び行政と協力しながら活動し

ています。地域の中にある様々な福祉課題・生活課題の解決を図りながら、誰もが安心して暮らすこ

とができる「福祉のまちづくり」を進める活動をしています。 

 

○ 活動内容 

・地域福祉活動計画の策定・実施 

  ・各学区地域福祉推進協議会(小学校区単位の住民組織)の活動支援 

  ・各学区ふれあい給食サービス・ふれあいネットワーク活動の実施支援 

・高齢者や障害者、子育て中の親子が気軽に集える「サロン活動」の開設・運営支援 

・地域支え合い事業の開始・活動支援 

  ・ボランティア活動に関する相談や活動先の紹介、災害時のボランティア活動支援 

  ・小中高校における福祉教育の支援・推進 

  ・高齢者はつらつ長寿推進事業(仲間づくり、介護予防・認知症予防を目的とした事業)の実施 

  ・ふれあい広場の開催、寝具クリーニングサービス・サンタクロース事業の実施 

  ・老人クラブ活動、子ども会・保育園活動、障害者施設・団体等の支援 

  ・共同募金運動への協力 

  ・生活福祉資金貸付事業(生活困窮者への支援) 

  ・その他法人の運営、港区在宅サービスセンターの運営、貸館業務等 

 

○ 関連団体 

・港区東部いきいき支援センター(地域包括支援センター) 

・港区介護保険事業所(訪問介護・居宅介護支援) 

・港区デイサービスセンター 

・その他港福祉会館、港児童館、港鯱城会、とだがわこどもランド等 

 

 
港区社会福祉協議会 

シンボルマーク「ミ―ナ」 

http://www.minato-syakyo.jp/
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民生委員児童委員信条 

一、わたくしたちは、隣人愛をもって、社

会福祉の増進に努めます。 

一、わたくしたちは、常に地域社会の実情

を把握することに努めます。 

一、わたくしたちは、誠意をもって、あら

ゆる生活上の相談に応じ、自立の援助に努

めます。 

一、わたくしたちは、すべての人々と協力

し、明朗で健全な地域社会づくりに努めま

す。 

一、わたくしたちは、常に公正を旨とし、

人格の識見の向上に努めます。 

 

団体名：名古屋市民生委員    

児童委員連盟港区支部      

代表者：支部長 前田 勝久          

住所：〒４５５－８５２０          

名古屋市港区港明一丁目１２番２０号    

名古屋市港区役所区民福祉部民生子ども課   

民生委員児童委員連盟港区支部事務局     

電話番号 ：０５２－６５４－９７１４   

FAX ：  ０５２－６５１－１１９０            

E－ｍail：a6549701@minato.city.nagoya.lg.jp       

会員数 ： ２８６名（令和 2 年 4 月 1 日現在）        

 

○ 活動内容                                

（１）民生委員の具体的職務(民生委員法第１４条)          

 ① 調査活動（住民の生活状態の把握）            

② 要援護者の自立相談援助                   

③ 要援護者への情報提供等の援助               

④ 社会福祉事業者等との連携援助             

⑤ 福祉事務所等関係機関の業務に対する協力         

⑥ 住民福祉活動 

 

（２）港区の民生委員児童委員の平成３１年度の活動内容と実績 

内 

容 

別 

相 

談 

・ 

支 

援 

件 

数 

在宅福祉 37  分・ 

野支 

別援 

相件 

談数 

高齢者に関すること 1,065 

介護保険 62  障害者に関すること 60 

健康・保健医療 112  子どもに関すること 568 

子育て・母子保健 204  その他 392 

子どもの地域生活 171  計 2,085 

子どもの教育・学校生活 206     

生活費 34  そ 

の 

他 

の 

活 

動 

調査・実態把握 1,987 

年金・保健 9  行事・事業・会議 6,078 

仕事 8  地域福祉活動・自主活動 10,026 

家族関係 28  民児協運営・研修 6,368 

住居 44  証明事務 268 

生活環境 44  要保護児童の発見等 48 

日常的な支援 447     

その他 679  訪問

回数 

訪問・連絡活動 41,526 

計 2,085  その他 16,310 

 

 

 

 

 

 

○ 基本方針・理念 

基本方針・理念は、民生委員法に基づいて 

おり、以下の民生委員児童委員信条がこれ 

を端的に示しています。 

mailto:a6549701@minato.city.nagoya.lg.jp
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団体名 ： 港区知的障害者相談員 

連絡先： 名古屋市の発行する「障害者福祉のしおり」をご覧下さい。 

相談員数 ：  ５名                                  

活動時間 ：  随時                                 

 

 

○ 基本方針・理念 

障害者自立支援法と相まって知的障害者の自立と社会経済活動への参加を推進するため知的

障害者を援助するとともに必要な保護を行い、知的障害者の福祉向上を図ることを目的とする。 

 

○ 活動内容 

知的障害者又はその保護者及び支援者の相談に応じ、日常生活において支障が生じたり、

困っている時など必要に応じて、必要な支援を行う。 

 ご相談のある方は、直接相談員にお電話下さい。 

 

 

 

 

団体名 ：港区身体障害者相談員  

連絡先： 名古屋市の発行する「障害者福祉のしおり」をご覧下さい。 

相談員数 ： 港区 ４名                      

       構成メンバー：肢体２名、聴覚１名、視覚１名            

 

○ 基本方針・理念 

 基本はピアカウンセリング。 

 行政とのパイプ役。難問は専門機関を紹介。 

  

＜ピアカウンセリングとは＞ 

障害のある者が、同じ痛みや悩みを経験した仲間として相談に応ずるという、専門家によら

ない相談であることが特徴。 

  

○ 活動内容 

   名古屋市、主に港区内の身体障害者からのいろいろな相談にのります。 

   守秘義務が課せられていますので、お気軽にご相談下さい。 
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団体名 ：  

名古屋港区手をつなぐ育成会     住 所 ： 〒 455-0804           

                             名古屋市港区当知四丁目 1808        

代表者： 森 通世            電話番号 ： 052-383-4105            

F A X ： 052-383-4105          

会員数 ：  30名程                    

構成メンバー：港区内に住む知的に障害のある方、

家族、支援者 

 

〈法人の歩み〉 

名古屋手をつなぐ育成会は、令和 2年（2020年）、会創立 67年を迎え、「地域での支援つき自立生

活」と「権利擁護」確立に向って活動しています。歩みとして昭和 29年（1954年）西区幅下小学校、

菊井中学校に在籍していた保護者の「我が子が教育を受けられた喜びを全ての子にも」という願いのも

とに創設され、昭和 50年（1975年）には社会福祉法人の認可を受け、会活動と合わせて、自ら知的

障害者の施設の設置運営をはじめました。 

 平成 10年（1998年）から会名を名古屋手をつなぐ親の会から「名古屋手をつなぐ育成会」とし、

本人・家族が学びあう組織としての役割も果たしつつ、新しい名のもとで知的障害者本人はじめ、より

多くの人々と知的障害のある人たちがすべてのライフステージにわたって、地域で安全安心な普通の暮

らしが送れるよう「支援つき自立生活支援」と「権利擁護」の確立を希って活動体・事業体としてその

推進に取り組んでおります。 

 現在、名古屋市内に 24支部、会員数約 1000名と家族・本人、社会福祉事業「法人本部事業」はじ

め「支援部門」第一種社会福祉事業 障害者支援施設（入所支援・生活介護）、第二種社会福祉事業 生

活介護、就労継続Ｂ型事業、ホームヘルプ派遣事業、ガイドヘルプ派遣事業、区障害者基幹相談支援セ

ンター事業、グループホーム事業、指定特定相談支援事業、指定一般相談支援事業、指定障害児相談支

援事業、短期入所事業・日中一時受入事業、送迎サービス、地域活動支援センター事業、支部調整指導

事業、「公益事業」いこいの家事業、社会啓発事業（愛のフェスティバル・心のとも運動）、知的障害の

ための調査研究事業、社会福祉の増進に資する人材育成・確保に関する事業、地域における社会貢献事

業の実施、「自主事業」としても生活支援センターえんを運営しています。地域生活のサポートセンター

として地域生活支援を実施し社会貢献を目指しています。2本柱の「支援部門」「推進部門」が連携し地

域での安心安全普通の暮らしと権利擁護の実現を目指し、社会福祉法人・民間運動団体として、更に社

会貢献を果たす活動をしております。 
  

〈アピール〉 

 こんにちは、私たち名古屋港区手をつなぐ育成会は港区内に住む知的に障害のある本人および家族・

支援者の会です。現在 30名程の会員さんが在籍して活動しています。本人たちとともに余暇活動をし

たり、家族・支援者どうし情報交換をしたりして、本人たちの安定した生活保障を守るために、本人を

中心として地域社会の中で活動し、暮らしていくために「ともに暮らす」ことの大切さをともに学んで

います。本人たちのより良い将来を目指して一緒に活動しませんか 
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団体名： 港区障害者（児）とともに育つ会   

住所 ： 〒４５５－０８０３             

          名古屋市港区入場１丁目１１４番地１       

代表者：磯﨑 明美                電話番号：０５２―３５５－８０００       

FAX ：０５２―３５５－８００８      

URL:http://www..minato-fukushikai.jp/   

会員数 ：４００名                  

構成メンバー：障害者・家族・関係者・理解者 

活動時間：日中                

 

 

 

○ 基本方針・理念 

どんなに重い障害をもっていても地域社会の中で人間らしく生きる生活

と、その権利を守り、育てること。そして、将来にわたって障害者（児）の

生活が保障されるよう、さらに、少しでも前進するように活動する。 
 

○ 活動内容 

クリスマス会、学習会、機関紙の発行をはじめ区、市、県、国との懇談会

や交渉など障害者や家族、関係者のゆたかな住みやすい町づくりをすすめる

運動をすすめています。 

 

○ アピール 

私たちの会は、会員相互の交流を図るとともに、どんな障害をもっていて

も地域の中で人間らしく生きられるように取り組むことを目的としていま

す。 

障害者が幸せに暮らせる社会というのは、障害をもたない人も幸せに暮ら

せる社会なのではないでしょうか。是非、一緒に活動してみませんか。一人

でも多くの方のボランティアの参加をお待ちしております。 

 

 

○ 関連団体 

社会福祉法人 みなと福祉会 

愛知県障害者（児）の生活と権利を守る連絡協議会 

障害者（児）の生活と権利を守る全国連絡協議会 

きょうされん愛知支部 
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団体名：港区身体障害者福祉協会   住 所 ： 〒455-0067                   

代表者： 会長  横井 由夫               名古屋市港区港北町3-105          

 

電話番号：  （052）383-7252                  

FAX  ：  （052）383-7252                         

会員数 ： 55名                        

構成メンバー：港区在住の身体障害者             

 

 

 

○ 基本方針・理念 

港区身体障害者福祉協会は、会員相互の親睦を図り、福祉厚生の推進を目的としています。 

 

○ 活動内容 

  港区身体障害者福祉協会（以下港身障とする）は、肢体部会、視覚部会、聴覚部会の三部会で構

成された身体障害者（肢体、内部、視覚、聴覚障害者）の組織です。 

港身障では、リハビリを兼ねた親睦旅行・研修会・料理教室、防災体験等の生活訓練事業を実施し

ています。 

名古屋市身体障害者福祉大会、名古屋市身体障害者スポーツ大会（陸上の部、水泳の部、卓球の

部）、カローリング大会に積極的に参加し好成績を収めています。 

 肢体部会では、親睦旅行を初め、名古屋市肢体障害者福祉連合会主催のボーリング大会、夏の登

山会、研修会には多くの人が参加し楽しんでいます。 

 視覚部会では、親睦旅行、懇親会等の事業を実施し、会員の親睦に努めています。また、名古屋

市視覚障害者協会の実施する自然に親しむ集い、文化祭、その他、事業にも参加しています。 

 聴覚部会では、悪徳商法、防災等、その他、情報を補う学習会を実施し会員相互のレベルアップ

に努めています。 

 港聴協のレクリエーション、各種行事、手話サークル、手話通訳者との交流会、学習会に参加し

能力開発に努めています。 

 

○ アピール 

港身障は上記活動のほか、バリアフリー問題・就労等その他の問題を改善するため、名古屋市身

体障害者福祉連合会をはじめ、関係団体と共に問題解決に努力しています。これらの問題を解決

するには多くの会員の力が必要です。しかしながら、会員数は高齢化も進み年々減少しています。 

 皆様方の周りで、港身障へ入会されていない身体障害者の人が見えましたら、ぜひ入会をお勧

め願います。また、連絡・問い合わせ先は上記電話番号にお気軽にお問合せください。 

 

○ 関連団体 

社会福祉法人日本身体障害者団体連合会、社会福祉法人日本盲人会連合、 

愛知障害フォーラム（ＡＤＦ）、財団法人日本聾唖連盟、愛知県聴覚障害者協会、 

社会福祉法人名古屋市身体障害者福祉連合会、名古屋市肢体障害者福祉連合会、 

名古屋市視覚障害者協会、その他の障害者関連団体 
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団体名  港区かもめ会家族会      住 所 ： 〒455-0015           

          代表者： 立松 みどり    名古屋市港区港栄 2丁目 6-32 港区社会福祉協議会内                  

代表者： 立松 みどり          電話番号 ：052-700-3214 （立松の自宅）                     

会員数 ：  10 名                         
 

○ 基本方針・理念 

 港保健センターに集まる精神障害者家族の会「かもめ会」が基となり、平成 9年 9月に愛知県精神障
害者家族会連合会と名古屋市精神障害者家族会連合会に入会し、会員相互の情報交換を通じて親睦を深
める。（共通の悩みを語り、共感し、助け合う）とともに、愛家連・名家連の会員と共に関係する各機関
の指導・啓発を得て、社会への正しい認識を持ち、障害者の自立を目的とする家族の会です。（家族しか
会員になれません。） 
 

（1） 愛知県精神障害者家族会連合会（愛家連） 

事務所：名古屋市東区白壁 1-50 白壁庁舎内 

ＴＥＬ：052-265-5098 

※愛知県内に 48家族会があり、1097名の会員数 

※活動 ①電話相談 月曜日～金曜日 9：30～15：30 

    ②ＡＪＵあいかれんニュースを発行（2ヶ月に一回発行） 

    ③ホームページあり 
 

（2） 名古屋市精神障害者家族会連合会（名家連） 

事務所：名古屋市緑区鳴子町 2丁目 170番地 

ＴＥＬ：052-846-5576 

※名古屋市 14区の家族会があり、港区かもめ会はその 1つです。 

 350名ほどの会員数。 

※活動 ①電話相談 火・土曜日のみ 10：00～15：00 

     面談相談 木曜日のみ 予約が必要 

    ②名家連ニュース 会長名で各会長あてに随時届く 

    ③ホームページあり 

    ④勉強会（ＳＳＴ） 講演会（中区役所ホールにて） 

    ⑤各区障害者まつりに参加 
 

〈家族会 紹介〉 

 私達家族会は、名古屋市 14区の中でも会員数が少なく、保健センターで行っている時は 20名～30
名の会員数でした。ただ、家族会なので、会員さんの平均年齢も高くなり、高齢化しています。しかし、
若い会員さんがなかなか入会されません。ただ、人数が少ない分、それぞれ個人を大切にでき、悩み事
がじっくり聞けて、令和の目標は「親がいるうちに親なき後の障害者の自立を考える」をテーマに高齢
化していく自分達の事も含めて、愛家連・名家連の会員さん達とともに活動を行っています。そして、
障害者基幹相談支援センターの方々やまちかどサポートセンターの方々のお知恵をお借りしながら、
日々頑張っております。 
 

〈活動内容〉 

 日時：毎月第 1木曜日 14：30～16：00 

 場所：港区社会福祉協議会 3階 ボランティア室および調理室 

    ※人数が少ないので、部屋は色々変わる場合があります。 

    ※見学も大丈夫です。ぜひ、立松まで連絡下さい。（連絡先：立松 052-700-3214） 
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    〒455-0013 

住所  名古屋市港区港陽１－１－６５                         
TEL  ０５２－６５４－４５２１                 

FAX  ０５２－６５４－４４８１                 

E－mail center@nagoya-lighthouse.jp                  

URL https://nagoya-lighthouse.jp/joubun/                    

交通機関 地下鉄名港線「港区役所」                       

     １番出口より徒歩８分 

     市バス「港楽町」より徒歩 2 分 

開館日  祝日を除く月～金・日曜日    

休館日  土曜日・祝日・第３木曜日    

     第５日曜日                

開館時間 ９：３０～１７：００               

                                  

当センターは地域のコミュニティ・社会とのつながりの場。 

目の不自由な方と歩んできた 60 年の情報と文化がここにある。 

個人・団体の見学も大歓迎！ 

 

◆業務内容・活動内容 

（１）図書館事業部 

全国の見えない・見えにくい方へ点字図書・録音図書の貸出を行っています。 

話題のベストセラーをはじめ、雑誌やガイドブック、各種の取り扱い説明書等のほか、 

ニーズに応じて個人的な資料の点字・録音図書の製作を行っています。 

（２）サービス事業部 

◯用具販売 

白杖、点字器、音声時計、録音図書再生機、拡大読書器、調理器具など、日常生活に便利な生活 

用品の販売や紹介を行っています。 

◯ＩＴ支援 

画面読み上げソフトなどを利用した、視覚障がい者へのパソコン・スマートフォン講習会を行って 

います。日常生活で利用する操作の他、パソコン他を活用した就学・就労支援も行っています。 

◯ピア相談 

自分や家族、友人が病気や事故で視覚に障がいをもつこともあります。 

最初は誰もが戸惑い途方にくれてしまうものです。ちょっとした工夫や見方を変えることで、 

ずいぶん不安や困難が解消されます。なお、見えにくい方の相談にもお応えしています。 

①相談支援 

②中途失明者緊急生活訓練（視覚障がい者向け点字触読教室、料理教室など） 

（３）点字出版部 

    「点字や音声に関するあらゆること、ご相談ください。」 

・ オリジナル出版物や受託刊行物の製作・発行 

・ 選挙情報、名刺への点字印刷など 

・ ＵＶ加工（携帯電話・白杖・ＰＣキーボードなどに凸模様の加工） 

・ 触って楽しいクリスマスカード・干支シール・一筆箋などの販売 

法人名 社会福祉法人 名古屋ライトハウス  

事業所名 情報文化センター 

サービス種類：視覚障害者情報提供施設 

利用者の主たる障害状況： 

視覚障がい者等（視覚障がい者、その他視

覚による表現の認識に障がいのある方） 

※2020 年 10 月より 

施設名称が新しく変わりました。 

旧：名古屋盲人情報文化センター 
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法人名：社会福祉法人中部盲導犬協会   住 所：〒455-0066              

    事業所名：盲導犬総合訓練センター         名古屋市港区寛政町三丁目 41 番地 1   

代表者：理事長 伊藤賛治         電話番号：052-661-3111                     

FAX：052-661-3112                

                      Ｅ－ｍail：info@chubu-moudouken.jp      

ＵＲＬ：http://www.chubu-moudouken.jp/    

会員数：                                

構成メンバー：                 

活動時間：午前 9 時～午後 5 時         

 

 

 

○ 基本方針・理念 

   わたしたちは、「視覚障害者の方々の希望と喜び」の実現に努めます。 

   わたしたちは、力と心を合わせて、盲導犬の育成と普及に努めます。 

   わたしたちは、盲導犬を世の光とし、あたたかい社会づくりに努めます。 

 

○ 活動内容 

   盲導犬の育成・訓練 

   視覚障害者への盲導犬との歩行訓練および盲導犬の貸与 

   訓練士の育成 

   適性犬の繁殖と研究 

   盲導犬の啓発活動、学校等での講演活動（福祉教室） 

    

○ アピール 

   当協会では、中部地方を中心に視覚障害者へ盲導犬を無償貸与しています。 

   視覚障害者の「社会参加の促進」と「安全な歩行」を目的として活動をしています。 

   当協会の盲導犬の特色は、盲導犬の「両手持ち」があります。ユーザーが左右どちらの手でも 

盲導犬をコントロールできるように盲導犬を訓練しています。このことにより、方向転換や狭 

い場所での歩行などがスムーズに行なえるようになります。 

盲導犬総合訓練センターは都市部にあり、最寄り駅（あおなみ線「荒子川公園」駅）から徒歩 

3 分ほどの大変便利な場所にあります。 

盲導犬の貸与をご希望の方は、ぜひ当協会へご連絡下さい。 

一般の方向けの見学会も行なっております（奇数月の第４土曜日 13:30～15:00）。 

 

○ 関連団体 

   認定ＮＰＯ法人全国盲導犬施設連合会 

mailto:info@chubu-moudouken.jp
http://www.chubu-moudouken.jp/
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団体名 ：                住 所 ： 〒455-0833           

     港区聴覚障害者福祉協会                   名古屋市港区宝神会所浦 706-63  

代表者：嶽盛 靖子            電話番号 ：                    

FAX ： 052-383-4760             

email：lets_go-mypace_purple.37465@softbank.ne.jp  

ＵＲＬ ：                   

会員数 ：15 名                         

構成メンバー： 港区在住の聴覚障害者      

活動時間：不定期                 

 

○ 目的 

聴覚障害者の人権を尊重し、文化水準、社会的地位の向上を図り、福祉の増進に寄与する 

 

〇活動内容 

役員会・学習会・例会 

・学習会（防災、詐欺防止など社会で起きている情報を提供） 

・レクリエーション（社会見学、バーベキュー、食事会） 

＜交流会等＞ 

・港区社会福祉協議会から、小・中学校への総合学習の手話体験教室参加 

・ふれあい広場、名古屋ライトハウス祭りへの、手話コーナーを設ける。 

 手話港サークル「ぺんぎん」との交流と協力  

 

○ アピール 

聴覚障害者は外見から見ても分かりにくく、単に聞こえないだけの障害という誤解が少なくありません。 

手指の動きや、表情を使って視覚的に表現する「手話」は聴覚障害者にとって大切なコミュニケーショ

ン手段の一つであるがこれまで手話が言語として認められなく、手話を使用することが出来る環境が整

えられなかった社会背景もあり、聴覚障害者は手話の獲得も中途半端になってしまっている状況があり

ます。そのため必要な情報を得ることもコミュニケーションをとることも十分にできず、社会常識が身

につかなかったり、人間関係がこじれたりして、孤立してしまう状況が今も続いています。そうした現

状を含めて、お互い理解し合える地域作りを今後も大切にし続けていきたいです。 

 

〇関連団体 

・名古屋市聴覚障害者協議会 

・一般財団法人全日本ろうあ連盟 

・一般社団法人 愛知県聴覚障碍者協会 

 （事業所：あいち聴覚障害者センター、支援事業所ほっとくる、 

東三河聴覚障害者支援事業所 笑おう舎） 

（もしよければ、写真、 

絵等をお入れ下さい。） 
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団体名 ：                住 所 ： 〒 455-0036           

     ひきこもり・不登校家族相談会          名古屋市港区浜 1 丁目 3 番 16号 藤田ビル中 2 階  

                       地域活動支援センターかもめくらぶ    

         電話番号 ： 052-661-0390                    

FAX ： 052-661-0390                

                          Ｅ－ｍail ：kamome@y7.dion.ne.jp        

ＵＲＬ ：http://www.kamosuzu.npo-jp.net    

会員数 ： 随時                            

構成メンバー：ひきこもりや不登校のご家族と相談員 

活動時間：毎月１回               

 

 

○ 基本方針・理念 

ご家族と相談員が一緒になって、ひきこもりや不登校の当事者への対応方法を考えていくことを目的

にしています。このことを通して、心に不安を持つご家族や当事者、神経症などの当事者を支援し、

「だれもが夢と希望をもち、自分らしく豊かに生活できる地域社会の実現」を目指しています。さら

に、家族同士のグループ相談により、家族相互で悩みを共有し支えあっていくことも目的としていま

す。 

※現在は、新型コロナウイルス禍によりグループ相談は休止し、個別相談としています。 

 

○ 活動内容 

港区障害者基幹相談支援センター主催、地域活動支援センターかもめくらぶ運営の事業（2014年 4

月より）として、毎月 1 回（日曜又は土曜）に相談会を開催しています。相談は事前予約制となっ

ており、相談料は無料です。 

相談員は、臨床心理士（公認心理師）、精神保健福祉士、キャリアカウンセラー、ひきこもり支援者

などが担当し、必要な方には訪問相談なども紹介できます。 

 

 

○ アピール 

「ひきこもり・不登校家族相談会」は、ひきこもりや不登校で悩んでいるご家族の一助になれること

を願って、2008 年 7 月から始まりました。これからも、ご家族と共に活動を進めてまいります。 

 

○ 関連団体 
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団体名：港区障害者基幹相談支援センター  住 所： 〒455-0015              

           「女子会」                           港区港栄 1-1-22 港栄店舗 104号   
      電話番号：052-653-2801                    

FAX：052-651-7477                    

   Ｅ－ｍail：minato-kikan@nagoya-lighthouse.jp 

ＵＲＬ：https://nagoya-lighthouse.jp/kikan/                

構成メンバー：名古屋市港区に在住の女子達      

     基幹センター職員・ボランティア等         

活動時間：月一回 1 時間程度 主に土曜日 16 時頃～ 

※三か月ごとの予定表あり HPに記載します 

 

○ 目的・参加条件 

障害手帳はあってもなくても、港区在住の女子であれば参加可能。お話が苦手な方は、付き添いの方

がいてもOK です。仕事でも相談でもなく、楽しいお話をして、楽しい時間を過ごしましょう。 

○ 活動内容 

アニメ・ドラマ・アイドルの話など得意なお話で盛り上がりましょう。気の合う友達ができるかも。

三か月に一度は、レクリエーションを考えています。コロナの状況にもよりますが、調理実習や工作

など、内容によっては少しお金をいただくこともあります。 

 

団体名：港保健センター保健予防課  住 所： 〒455-0015               

           「一期くらぶ」          港区港栄 2-2-1 港保健センター三階 体育館   

                    電話番号：052-651-6509             

  FAX：052-651-5144                     

 Ｅ－ｍail：a6516471-08@minato.city.nagoya.lg.jp 

ＵＲＬ：https://nagoya-lighthouse.jp/kikan/ 

構成メンバー：精神障害のあるかたや引きこもりの方など 

港保健センター・基幹センター職員・ボランティア等  

活動時間：第 2 月曜日 午後 1 時から午後 3 時 

※港区基幹センターのホームページにチラシがあります 

 

○ 目的 

社会に出る不安のある方の一歩となるような外出先としての活動  

○ 活動内容 

障害者の方々によるレクリエーションや運動・共同実践・活動を通じて、日常生活の自立に役立てる

よう協働して取り組む活動です。卓球・バトミントン・ゲームなどそれぞれ楽しみながら雑談してま

す 
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団体名 ： 共生型サロン        住 所： 〒455-0873              

                陽
ひ

まわり              港区春田野二丁目 2104「みんなの家 陽まわり」 

代表者：福春学区民生会長         電話番号：052-651-0305 (港区社会福祉協議会)                 

FAX：052-661-2940 (港区社会福祉協議会)             

  Ｅ－ｍail：info@minato-shakyo.jp(港区社会福祉協議会)     

ＵＲＬ ：                

構成メンバー：陽まわりプロジェクト実行委員会、  

ボランティア等              

活動時間：原則毎週火・木曜日 10:00～15:00 

※時間内出入り自由（第 5 週・祝日は休み）  

 

○ 基本方針・理念 

その一 来るもの拒まず。 

  年齢・障がいの有無・住まいを問わない。誰でも気軽に入りやすい場所。出入り自由。 

その二 持ちつ持たれつ。 

  世話する人、される人を分けない。お互いに学び合ったり、支え合ったりする。 

その三 みんなが主役。 

  参加者の特技や強みを活かして皆が役割を持つ。運営や企画に柔軟に参加者の意見を取り入れる。 

○ 活動内容 

 ・福春学区の古民家において「回想法サロン」「子育て支援」「畑を使った交流」が相互に連携する共

生型サロンを開催しています。 

・参加費 200 円（初回・高校生以下無料／1 ドリンク・ミニパン付き／保険料込み）で、子どもから

高齢者まで、どなたでも参加できます。 

・「世代・立場・障害の有無を超えたつながりや交流が生まれるように」「参加する方が主役となり活

躍できるように」と、様々に工夫を凝らした企画を取り入れています。 

〈企画の例〉・回想法（共通のテーマを決めて、想い出を回想します。） 

・玉ねぎの収穫や芋ほり ・クリスマス会、豆まき 

      ・郷土料理作り、韓国料理教室 

       ・クリスマスリースづくり、その他小物づくり 

       ・陽まわり体操、気功体操、リンパ体操、太極拳、フラダンスなど 

○ 関連団体 

・陽まわりプロジェクト実行委員会 

（福田・福春学区民生委員児童委員、主任児童委員、名古屋おやこセンター、福祉会館、認知症予防

リーダー、港鯱城会、港区社会福祉協議会） 

・協力者 

(港区役所福祉課、港区西部いきいき支援センター、南陽高校、地域の福祉施設、その他ボランティ

アなど) 

（もしよければ、写真、 

絵等をお入れ下さい。） 
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  団体名：共生型サロン          住 所 ： 〒455-0036              

        ばぁば工房             名古屋市港区浜 2丁目 2-5                    

代表者：市橋 玲子            電話番号 ：090-1230-6477                         

FAX ：                        

    Ｅ－ｍail ：minato80-ichihashi50@ezweb.ne.jp 

ＵＲＬ ：                    

会員数 ：                                

構成メンバー：地域ボランティア有志              

活動時間：10：00～15：00                

 

○ 基本方針・理念 

その一：来る人は誰でも歓迎し、参加できる。 

その二：自分のできる事、したい事を実現できる。 

その三：仲間作りができる 

〇活動内容 

・平成 21 年度より、港区の築地口エリアでの空き家（古民家地区 80年）の活用です。定期には毎週

日曜日、地域サロンとして活用。毎年恒例の 5月 5 日の「ばぁば工房展示会」と、不定期に様々な企画

を開催しています。 

・手作り教室や定期サロン開催時には、会場協力費 400 円＋実費（材料費など）を負担していただいて

います。各種企画イベント時には、無料～参加費実費 

・高齢者の居場所・生きがい作り・交流を目的に開始しましたが、今では、子供～成人～障害者の方々

にもご参加いただいています。 

・6 月～2 月の期間「まちづくり協議会事業」として、【毎週火曜日：子育てサロン】【毎週水曜日：港

まちおでかけサロン】の会場利用いただいております。 

≪定例活動≫ 

第一日曜日：サロン 

第二日曜日：サロン「布ぞうり作り」 

第三日曜日：サロン「ばぁば工房 楽しい脳トレサロン」 

第四日曜日：サロン「小物作り」 

イベント：5 月 5日「ばぁば工房展示会」 

≪今までの不定期でのイベント企画例≫ 

・お雛様会・浴衣の会・そうめんと線香花火の会・ミニミニカフェ・お抹茶サロン・落ち葉アート・三

味線紙芝居の会・落語会・各種勉強会など 

〇関係団体 

・港区社会福祉協議会・港まちづくり協議会・築地口商店など 

〇ご参加には、まずは開催日に見学にお越しください。また、代表の市橋（090-1230-6477）にお

問い合わせ下さい。 

（もしよければ、写真、 

絵等をお入れ下さい。） 

 

mailto:minato80-ichihashi50@ezweb.ne.jp
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団体名 ： 港まちづくり協議会      住 所 ： 〒455-0037           

        代表者：会長 早川勝利          港区名港 1-19-23 港まちポットラックビル    

                                     電話番号 ： 052-654-8911            

FAX ： 052-654-8912              

                                         Ｅ－ｍail ：info@minnatomachi.jp      

ＵＲＬ ： http://www.minnatomachi.jp/   

構成メンバー：港まちづくり協議会委員    

          および事務局スタッフ     

活動時間：11:00~19:00 （日・月・祝休み ） 

 

 

○ 基本方針・理念 

地域内外に誇れる「なごやのみ（ん）なとまち」を目指し、2006 年より名古屋の港まちエリアで、住

民と行政の協働によるまちづくり活動を行っている団体です。「暮らす、集う、創る」をテーマに防災、

子育て、ガーデンプロジェクトなどの各種のコミュニティ活動、魅力・にぎわいづくり、アートプログ

ラムなど、さまざまな事業を展開しています。 

 

○ 活動内容・アピール 

上記の方針をもとに、西築地エリアを中心に防災、アート、子育て、賑わいイベントなどさまざまな事

業を実施しています。（入場は原則無料） 

 

［港まちポットラックビルについて］ 

・ポットラックビル 1F：ラウンジスペース 

観光案内所のような機能になっており、西築地エリアのお店情報などがご覧いただけます。また全国

各地のまちづくり・美術館などのチラシ・フリーペーパーがならび、自由にお持ちいただけます。 

 ・ポットラックビル２F：プロジェクトスペース 

現在は年に 3 回、私達が行うさまざまなまちづくりの企画を展示という形式でご覧いただく事ができ

ます。これまでにもまちの方の記憶を記録していくアーカイブの展示やフリーペーパー制作の裏側を

紹介する展示などを実施。その他にも子育てサロンの活動なども行っています。 

・ポットラックビル３F：エキシビションスペース 

現代美術の展覧会を行っております。絵画、映像、インスタレーションなどさまざまな形式での展覧

会を行っております。 

 

○ 関連団体（組織構成） 

・西築地学区連絡協議会 

・築地口商店街振興組合 

・名古屋市 

「港まち 

ポットラックビル」 

写真：岡村靖子 

http://www.minnatomachi.jp/
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団体名 ：            住 所 ： 〒455-0833          

      手話サークル ペンギン      名古屋市港区宝神町会所浦 706-63     

代表者：嶽盛靖子 藤田みち子    電話番号 ：                         

FAX ：052-383-4760              

Email:lets_go-mypace_purple.37465@softbank.ne.jp 

会員数 ：30 名                     

構成メンバー：              

活動時間：毎週金曜 午前 10 時～12 時   

場所：港区生涯学習支援センター   

 

 

 

○ 目的 

この会は聴覚障害者と手話学習者がともに学習しながら、聴覚障害者と健聴者がお互いに協力 

しあって楽しく、交流していくところです。 

 

 

○ 活動内容 

・役員会（代表 2 名 聴覚障害者と健聴者、副代表 1 名 健聴者、会計部 2 名） 

・聴覚障害者と健聴者による手話学習 

・聴覚障害者の生活問題を学ぶ 

・レクリエーション、社会見学、クリスマス会、食事会などの行事 

・港区生涯学習センターのセンター祭り（手話コーナー）、舞台通訳協力 

・港区ボランティア連絡協議会の「ボランティアとあそぼー」へ手話コーナーを設ける。 

 

 

 

○ アピール 

みんなで楽しく和気あいあいのグループです。 

地域の人たちにも一人でも多く、聴覚障害者を理解してもらい、手話を普及させてコミュニケーション

していきたいです。 

 

 

 

 

真、 

絵等をお入れ下さい。） 
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ぼくたちは、お風呂のシミから 

生まれたんだよ～ 
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「ムゲン大ちゃん・ムゲン小ちゃん∞」 説明 

 

 

令和 2 年度に、港区障害者自立支援連絡協議会で、マスコットキャラ

クターを募集させていただきました。テーマは「つながる・まち作り・とも

に生きるなど・・・」 

全 22 作品の応募があり、バリエーション豊かな作品が集まりました。

頭に名港トリトンをかたどった帽子をかぶっている男の子、先を見通せる

ということでレンコンをモチーフに兄弟がいたり、将来は看護師になりた

い女の子をモチーフにした幸せを感じるキャラクターだったり・・・港区障

害者自立支援連絡協議会としてもとても楽しませていただきました。今

年度のマスコットキャラクターは、協議会の研修部会での多数決の結果、

上記の「ムゲン大ちゃん・ムゲン小ちゃん」が選ばれました。今後、パンフレ

ットやイベントのグッツなどで活躍していただきたいと思います。 

 また、今回マスコットキャラクターを考えるのがすごく楽しかったという

ご意見をいただき、障害のある方の社会参加で楽しいものをということ

で、毎年マスコットキャラクターを募集することになりました。ムゲン大ち

ゃん・小ちゃんには１年間頑張っていただいて、卒業していただく予定です。

また、来年度募集させていただきますので、皆様ご応募ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                      

                      

 

 

 

 

 

＊障害児支援に関するガイドブック 

＊就労支援・日中活動ガイドブック 

＊日々の暮らしのお手伝いガイドブック 

                    もご用意があります。ご参考にしてください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度版 日々の生活相談・余暇に関するガイドブック 

 

発行年月日  ２０２１年３月 21 日 

編集・発行  港区障害者自立支援連絡協議会 研修部会 

お問合せ先  港区障害者基幹相談支援センター 

 

 

〒455－0015 

名古屋市港区港栄 1－1－22 港栄店舗 104 号 

電話 052－653－2801 

FAX 052－651－7477 

ホームページ：https://nagoya-lighthouse.jp/kikan/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度のガイドブックの作成にあたり、関係機関並びに関係事業所の皆様にはご協力賜りました

こと、誠にありがとうございました。 


