
計画相談支援・障害児相談支援 事業所一覧

事業所名 事業所所在地 電話番号 FAX番号 法人名 計画
相談支援

障害児
相談支援

1
指定相談支援アットコレット鈴木
町

川崎区旭町2-17-4ﾊｲﾂ穂高
201

201-9275 201-9276 株式会社ＡＴ 〇 〇

2 コンソルトサポートペスカ 川崎区池上新町2-5-10 270-3033 270-3040 株式会社ペスカ 〇

3 Cocorport 相談支援室 川崎
川崎区駅前本町15-5十五
番館ﾋﾞﾙ7階

211-0658 211-0659 株式会社ココルポート 〇

4 相談支援事業所 アプリ川崎 川崎区鋼管通1-19-17 201-4396 201-4411 つむぐ株式会社 〇 〇

5
地域生活支援センター アダージ
オ

川崎区境町15-21境町ﾏﾝｼｮ
ﾝ2階

200-9349 200-9349
特非）ＫＡＷＡＳＡＫＩ
精神保健福祉事業団

〇

6 たじま家庭支援センター 川崎区田島町20番10 276-9689 276-9619
社会福祉法人川崎聖風福
祉会

〇 〇

7 川崎市わーくす川崎
川崎区堤根34-15ふれあい
ﾌﾟﾗｻﾞかわさき2階

280-7100 200-4432
社会福祉法人 県央福祉
会

〇

8 特定相談支援事業所きよらケア
川崎区日進町27-5ﾋﾟｱﾝﾀ川
崎1階

272-7828 272-7831 株式会社きよらケア 〇 〇

9 アークス相談支援事業所
幸区塚越4丁目345番地3ｾﾝ
ﾄﾗﾙｺｰﾎﾟ127

271-1370 271-1388 アークス合同会社 〇 〇

10
合資会社 ライフパートナーさい
わい

幸区戸手本町2-384 520-3261 520-3262
合資会社ライフパート
ナーさいわい

〇

11 地域生活支援センター りっぷる
幸区古市場1808-1N･ｴｰﾙ1
階

548-0189 548-0189
社会福祉法人幸ヒューマ
ンネットワーク

〇

12 シュシュ けあぷらん 幸区南加瀬2丁目4番9-2号 589-7301 589-7301 ソレイユ合同会社 〇

13
かわさき社会福祉士事務所 ケア
プランセンター

幸区柳町15番地2 柳町ﾌﾗｯﾄ
201

223-7755 223-7775
一般社団法人かわさき福
祉相談センター

〇

14
中部地域生活支援センターはるか
ぜ

中原区井田3丁目16番1号
中部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ2階

750-8908 788-8831
社会福祉法人川崎聖風福
祉会

〇

15 相談支援事業所 ひまわり 中原区井田中ﾉ町26番地4 750-9037 750-9038 株式会社ｔｏｎａｒａ 〇

16 相談支援事業所 つむぎ 中原区井田中ﾉ町41番7号 751-2756 789-9749
公益財団法人神奈川県社
会復帰援護会

〇 〇

17 こころの相談支援事業所ソフィア
中原区井田中ﾉ町7-26ﾕﾅｲﾄ
元住吉ﾓﾝｺﾞﾒﾘｰの杜1階事
務所

750-9329 863-4138 一般社団法人イレーネ 〇

18 計画相談センターいくおう 中原区今井仲町15番19号 281-6515 299-9839 社会福祉法人育桜福祉会 〇
19 相談支援事業所 碧 中原区上小田中1-6-37 820-6441 820-6032 社会福祉法人同愛会 〇 〇

20 相談支援事業所ＮＥＳＴ
中原区上小田中3-4-8南武
ﾋﾞﾙ102

751-6615 751-6616
こどもをキラキラさせた
い株式会社

〇 〇

21 ＫＩＲＡＫＵ堂
中原区上小田中6丁目43番
10号ﾎﾟｹｯﾂ102号室

712-4376 712-4378
株式会社はんぺんブラ
ザーズ

〇

22 相談交流ひらま 中原区上平間1564番地12 540-0909 540-0910
社会福祉法人ともかわさ
き

〇

23 ピアプラン 中原区木月3丁目59番22号 948-8443 948-8443
特定非営利活動法人レジ
スト

〇

24 ホッとスペース中原 中原区下小田中1-19-21 777-7599 777-7509
特定非営利活動法人ホッ
とスペース中原

〇

25 指定相談支援アットコレット新城 中原区下小田中3-16-5 1F 948-7017 948-6776 株式会社ＡＴ 〇 〇

26
さいわい福祉ケアマネジメントセ
ンター

中原区田尻町29番地1-206
ﾗｲｵﾝｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ平間駅前

387-6708 330-1610
一般社団法人福祉ソー
シャルワークバンク

〇

27 障害者相談支援 アズサ 高津区北見方1-18-1 833-6567 833-6576
有限会社アズサケアサー
ビス

〇

28 相談支援事業所クローバー
高津区坂戸3-2-1かながわｻ
ｲｴﾝｽﾊﾟｰｸ西棟408-A

543-9105 543-9106
社会福祉法人川崎市社会
福祉事業団

〇

29 ケアパートナー 優心
高津区子母口701番地2号ｱ
ﾒﾆﾃｨﾊｲﾑ101号室

281-9468 281-9469 合同会社 ＳＨＩＮ 〇

30 ケアパートナー優心
高津区子母口701番地2号ｱ
ﾒﾆﾃｨﾊｲﾑ101号室

281-9468 281-9469 合同会社 ＳＨＩＮ 〇

(令和4年10月現在)
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31
相談支援事業所 あっぷるケアプ
ランセンター溝の口

高津区下作延2-7-41ｺﾛﾅｰ
ﾃﾞ溝口207

870-0108 870-8190 株式会社セレモニア 〇

32 相談支援センターいまここ 高津区久本3-10-1 3階 819-4304 819-4304
特定非営利活動法人ピア
たちばな

〇

33
相談支援事業所ドリームスタジア
ムかわさき

高津区二子3丁目16番19号 833-2253 819-7176
合同会社ドリームスタジ
アム

〇 〇

34
高次脳機能障害地域活動支援セン
ター

高津区二子4-4-7 TSﾋﾞﾙ4F 299-8201 299-8202
社会福祉法人 川崎市社
会福祉事業団

〇

35 相談支援事業所ステラプレナ
高津区溝口2丁目13番8号
第7ﾏﾙﾃｨﾋﾞﾙ2階

281-3283 281-3284
株式会社ＰＲＯＧＲＥＳ
Ｓ

〇 〇

36 相談支援シャイン
宮前区有馬2-10-3ｳｲﾝｶﾞｰ
ﾃﾞﾝ有馬

080-3471-1546789-9068 一般社団法人木と葉と根 〇 〇

37 相談支援事業所コクア
宮前区鷺沼3-5-18第2鷺坂
ﾋﾞﾙ301号

948-7878 948-5048 株式会社インティメイト 〇 〇

38 相談支援センターパオ
宮前区神木本町2丁目10番
2号

750-8005 750-8005
特非）かながわチャレン
ジド

〇 〇

39 長尾福祉会計画相談事業所
宮前区神木本町5-1-4ｴｽﾍﾟ
ﾗﾝｻ宮前203

852-5151 852-5151 社会福祉法人長尾福祉会 〇

40 Ｅｒｉｉｉʻｓ Ｃａｆｅ 宮前区菅生ヶ丘23番地6 948-6622 948-6622 エリー株式会社 〇 〇

41 地域生活支援センターオリオン
宮前区土橋3-1-6 富士見ﾌﾟ
ﾗｻﾞ ﾌｫﾝﾃｰﾇ鷺沼1F

862-6267 862-6268 社会福祉法人アピエ 〇

42 相談支援所ほっと
宮前区西野川1丁目19番49
号

750-0283 750-0283 有限会社ほっと 〇

43 相談支援センター青鷺 宮前区野川台3丁目7番1号 754-1751 754-1761 社会福祉法人寿楽園 〇

44 相談支援あおぞら
宮前区野川本町2丁目7番
15号ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾎﾟ103号室

740-3600 751-4721 株式会社アストラル 〇 〇

45 生活支援センター きまっしー
宮前区馬絹6丁目10番33号
まじわｰる宮前内

855-1011 855-1011 社会福祉法人みのり会 〇

46 トゥーランプラン宮前
宮前区宮崎5-14-29 ｸﾞﾚｰｽ
宮崎台102

854-1156 854-1262 社会福祉法人アピエ 〇

47 相談支援事業所ちむ
多摩区栗谷1丁目6-3ｸﾞﾘｰﾝ
ﾊｲﾑK1 201

954-3507 954-3507 合同会社ちむ 〇

48 障害児相談支援事業所ちむ
多摩区栗谷1-6-3 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾑ
K1 201

954-3507 954-3507 合同会社ちむ 〇

49
指定相談支援アットコレット宿河
原

多摩区宿河原3-2-1三和ﾋﾞ
ﾙ1F

930-2630 930-2631 株式会社ＡＴ 〇 〇

50 アライフ相談室
多摩区菅稲田堤3丁目17番
1-305号ﾌﾟﾗｻﾞｻﾆｰｻｲﾄﾞ

400-1833 330-1733 合同会社アライフ 〇 〇

51 はぐるま支援センター
多摩区中野島3-15-3ﾌｫﾚｽﾄ
ｶﾞｰﾃﾞﾝ204号室

900-7087 900-7087
社会福祉法人はぐるまの
会

〇

52 相談支援事業所 れんげ草
多摩区中野島4-19-14ﾌﾟﾘ
ﾒｰﾗSS101

299-8130 299-7985
社会福祉法人なごみ福祉
会

〇

53
地域生活支援センターホルト・長
沢

多摩区長沢1-5-14 976-4123 975-6690 社会福祉法人弥生会 〇

54 相談支援センタードリーム
多摩区長沢4-2-9ｸﾞﾘｰﾝヴｧ
ﾚｰ松澤401

863-7717 863-7718
社会福祉法人なごみ福祉
会

〇 〇

55 指定特定相談支援事業所リリアン
多摩区西生田2丁目6番21
号ﾘﾘｱﾝﾋﾞﾙ3F

322-9760 281-9500 株式会社リリアン 〇 〇

56 くるみ相談支援事業所
多摩区西生田5丁目24番1
号

299-8666 281-4588 医療法人新光会（社団） 〇

57 相談支援事業所かみひこうき 多摩区登戸2341-1 922-3686 922-3686
社会福祉法人ＳＫＹかわ
さき

〇

58 障がい者相談事業所 たまフレ！
多摩区登戸2519-1ﾖｼｻﾞﾜ10
ﾋﾞﾙ4階

930-1177 930-1178
医療法人メディカルクラ
スタ

〇
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59 相談センター「ＧＤＰかわさき」 多摩区登戸2981 930-0160 455-7498
特定非営利活動法人療育
ねっとわーく川崎

〇 〇

60 相談センター「あじーるラボ」
多摩区三田1丁目7番25号
1F

281-3127 281-3121
一般社団法人ＩＰＡかわ
さき

〇 〇

61 おんりぃわん
多摩区南生田5丁目4番16
号

977-1615 977-1615
特定非営利活動法人おん
りぃわん

〇

62 相談支援みち
多摩区南生田6丁目8番2号
201号

872-8833 872-8833
社会福祉法人らぽおるの
樹

〇

63
川崎市発達障害地域活動支援セン
ター

麻生区上麻生1丁目7-11ｸﾗ
ｳﾝﾋﾞﾙ301

969-7177 951-2177 社会福祉法人 青い鳥 〇

64
社会福祉法人セイワつつじ工房計
画相談事業所

麻生区細山1209番地 954-5011 954-6463 社会福祉法人セイワ 〇

65
指定相談支援アットコレット新百
合ヶ丘

麻生区万福寺1-8-7ﾊﾟｽﾄﾗﾙ
新百合ヶ丘207A

299-6696 299-6697 株式会社ＡＴ 〇 〇

66
北部地域生活支援センターゆりあ
す

麻生区百合丘2-8-2北部ﾘﾊ
ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ2階

281-6641 966-2612
社会福祉法人ＳＫＹかわ
さき

〇


