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富山市
（福）相幸福祉会 富山市豊城町15-7 P4・5

（福）アルペン会 富山市小西170

（福）大山会 富山市花崎80

（福）慶寿会 富山市八尾町奥田80

（福）けやき苑 富山市蜷川15 富山市通所作業センター内

（福）幸恵会 富山市水橋辻ケ堂466-8

（福）光風会 富山市蜷川89 P6・7

（福）三寿会 富山市大島3-147

（福）至宝会 富山市上袋545-3 P8・9

（福）秀愛会 富山市稲代1023

（福）神通福祉会 富山市下新北町6-45

（福）誠心会 富山市婦中町塚原122

（福）セーナー苑 富山市坂本3110

（福）千寿会 富山市新村87-2

（福）宣長康久会 富山市下夕林141

（福）小さな幸せの家 富山市城川原3-6-14

（福）富山県社会福祉総合センター 富山市下飯野36

（福）富山県精神保健福祉協会 富山市五福474-2

（福）富山市桜谷福祉会 富山市山岸95 P10・11

（福）富山城南会 富山市太郎丸西町1-5-12 P12・13

（福）富山聖マリア会 富山市星井町2-5 P14・15

（福）とやま虹の会 富山市水橋新堀1

（福）富山ふなん会 富山市石屋237

（福）白皇山保護園 富山市八尾町福島前山10

（福）フォーレスト八尾会 富山市八尾町黒田53-3

（福）フレンドリー会 富山市高木西118

（福）堀川南会 富山市下堀50-6 P16・17

（福）みとし会 富山市横越180

（福）めひの野園 富山市西金屋6682 P18・19

（福）陽光福祉会 富山市中老田845 P20・21

（福）梨雲福祉会 富山市吉作1725 P22・23

（福）和合福祉会 富山市布目1966-1

（医）アルペン会 富山市東岩瀬町275 P24・25

（医）いずみ会 富山市今泉220 P26・27

（医）基伸会 富山市開発133

（医）丘生会 富山市古鍛冶町5-13

（医）恵成会 富山市丸の内2-3-8

（医）継和会 富山市婦中町萩島315-1

（医）五省会 富山市高田70 P28・29

（医）佐伯メディカルグループ 富山市中川原43-1

（医）三医会 富山市小中291

（医）城南会 富山市太郎丸西町1-13-6 P30・31

（医）親和会 富山市山田湯118

（医）正啓会 富山市針原中町355

（医）清幸会 富山市下新北町6-52

（医）誠心会 富山市流杉123

（医）双星会 富山市上二杉420-2

（医）月岡 富山市月岡町2-189

（医）藤聖会 富山市八尾町福島7-42

（医）東方会 富山市花崎85

（医）中山会 富山市上大久保1308 P32・33

（医）萩野医院 富山市八尾町福島4-151

（医）北聖会 富山市下冨居2-13-83

名　称 所在地 掲載ページ

（医）翠十字会 富山市上千俵町103

（医）友愛病院会 富山市婦中町新町2131

（医）若葉会 富山市元町2-3-20

（一社）大樹福祉会 富山市水橋中村町67-1

高齢者・障害者福祉（生協） 富山市呉羽富田町7355-21

富山医療生活協同組合 富山市豊田町1-1-8

富山県生活協同組合 富山市金屋555 Ｐ34・35

あおば農協 富山市八尾町福島471-1

アースサポート（株） 富山市大町22-14

あいあい（株） 富山市窪新町6-21

（株）アクティブライフ・サポート 富山市本郷町5区107-2

（株）アポケアとやま 富山市上飯野新町3-391

（株）ありがとうホーム 富山市田中町4-14-76

（株）一休庵 富山市四方1133-1

（株）イブキ 富山市西大泉2-2

（株）ｉｆＤ 富山市掛尾町249 P36・37

（株）岩木 富山市中滝313-7

ヴィスト（株） 富山市神通本町1-6-9 ＭＩＰＳビル1階

（株）ウェブインテリジェンス 富山市安野屋町3-4-20 P38・39

（株）ウェルサポート 富山市田尻西56-3

（株）うちくる富山 富山市黒崎338-1 Ｐ40・41

（株）ウッドフィール 富山市呉羽町7331-5

オークス（株） 富山市中島4-2-14 Ｐ42・43

（株）オフィスＧ 富山市八尾町黒田1244

（株）オレンジ 富山市四ツ葉町22-23

（株）かがやき 富山市向新庄町1-5-30

（株）花冠 富山市大泉東町1-12-35

希望ロードケア（株） 富山市高屋敷597-1

（株）綜合キャリアトラスト 富山市桜橋通り1-18 北日本桜橋ビル1階

（株）クオリティ・ライフ 富山市西中野町1-8-39

（株）グリア 富山市内幸町5-13

（株）桑の里 富山市桑原62

（株）ケア・ワールド 富山市布瀬町南2-9-2

（株）ケアサービス布目 富山市月見町4-70

ケアパートナー（株） 富山市天正寺1291

（株）コスモスの里 富山市大江干34-1

（株）コノハ 富山市月岡西緑町284-1 Ｐ44・45

（株）こはく 富山市つばめ野1-52

（株）さくら苑 富山市鶴ケ丘15-12 テアトル101

（株）しあわせクラブ 富山市四方北窪2096-2

（株）システム・結 富山市上赤江町2-8-44-1

正栄ウェルフェア（株） 富山市二口町5-10-6

生楽（株） 富山市大町56-2

（株）すこやか 富山市大泉東町1-2-14 ポストビル

（株）ＳＵＤＡＣＨＩ 富山市婦中町速星593

（株）スプリング 富山市婦中町響の杜269-44

（株）正邦 富山市月岡町2-189

ソーロング（株） 富山市向新庄町7-8-16

（株）染屋 富山市上大久保893-1

（株）大吉屋 富山市山室荒屋新町426

（株）タカギコーポレーション 富山市犬島新町1-6-386

（株）チェリッシュ 富山市綾田町1-10-25

（株）中越オートサービス 富山市豊田本町2-15-30

（株）長月花 富山市西長江2-6-55

富山県内 介護職員処遇改善加算算定事業所を持つ法人一覧 名　称 所在地 掲載ページ

（株）ツクイ 富山市上冨居3-1-29 Ｐ46・47

（株）つくし工房 富山市中沖150-3

（株）つながり 富山市岩瀬天神町221

（株）ＴＤＳ絆 富山市太田145-1

ＴＹＭＳ（株） 富山市金山新東510

（株）ディーバス 富山市稲荷元町2-6-15

デイライト（株） 富山市四ツ葉町14-24

富山県綜合警備保障（株） 富山市金屋2715-10

（株）とやまヒューマンサービス 富山市高畠町1-10-17

（株）ニチイ学館 富山市新富町1-1-12 富山駅前ビル5F

（株）日和 富山市八尾町杉田744-1

日本社会福祉デザインセンター（株） 富山市高田527 富山県総合情報センター5階511号

（株）ＰＥＲＳＯＮ'Ｓ 富山市布瀬町南2-10-11

（株）ハニービー 富山市湊入船町3-30 ＫＮＢ入船別館

（株）ひとと樹 富山市秋吉13-1 シルエーラ・あきの Ｉ 204

（株）ビルト 富山市水橋市田袋268-6

（株）ビレッジ・フィールド 富山市住吉町2-6-19 Ｐ48・49

（株）フールケア大地 富山市山室226-2

（株）ブレイン 富山市中島2-1-43

（株）訪問介護ステーション希望 富山市館出町2-1-12

北電産業（株） 富山市牛島町13-15

北陸介護ステーション（株） 富山市堀川町8

北陸ソフトケア（株） 富山市本郷町26-2

（株）北陸バロン美装 富山市北代5298

北陸メディカルサービス（株） 富山市奥井町4-36

ホスピスライフサポート（株） 富山市栃谷244

（株）ほたる 富山市赤田623-3

（株）ほっとはーと 富山市上二杉405-1

（株）マ・メゾン 富山市黒瀬184

（株）まことなり 富山市窪本町2-14

（株）マスタック・メディカルサービス 富山市奥井町22-6

（株）マックス・ライフ 富山市婦中町新屋506

（株）ミタホーム 富山市田中町4-14-76

（株）みんなの輪 富山市大宮町24

むらい食品（株） 富山市大泉1523

（株）モデスト 富山市中島3-8-33

（株）ＭＯＮＯＬＩＴＨ 富山市上赤江町2-9-22

（株）祐 富山市新屋149-4

ゆた吉（株） 富山市奥田町8-26

（株）ユニティ 富山市金山新東13-2

（株）ユニマットリタイアメント・コミュニティ 富山市上袋518-1

（株）夢人 富山市上飯野新町2-89

（株）ＬＥＡＴ 富山市上赤江町2-4-38

（株）楽笑 富山市蓮町2-5-5

（株）WAWA 富山市太郎丸本町3-4-5

（有）あいサポート 富山市上袋712

（有）アクセス 富山市掛尾町243-6

（有）朝日ケア 富山市北代189 Ｐ50・51

（有）あゆみ 富山市森田1760

（有）紙ふうせん 富山市犬島3-8-23

（有）喜文 富山市大泉町1-2-20

（有）ケアサポート・まき 富山市吉作4704-2

（有）ケアステーションラポール 富山市中市2-8-41

（有）Ｃａｒｅ Ｒｉｓｅ 富山市婦中町蛍川95-29

（有）コクエー 富山市中川原新町274-5

名　称 所在地 掲載ページ

（有）ＫＯＮＩＳＨＩ 富山市長江2-2-12

（有）コリドー 富山市中川原399-1

（有）サクラギ 富山市太郎丸915

（有）スマイル・か～ぷ 富山市蓮町2-3-23

（有）セルフケアサポート 富山市手屋3-8-39

（有）千石ケアサービス 富山市千石町5-3-7

（有）中央ケアーサポート 富山市旅籠町1-13

（有）デイサービスセンターもみじ 富山市上大久保1917

（有）日和 富山市蜷川11-11

（有）ファーテル 富山市上野799-1

（有）福祉の里 富山市下新町16-11

（有）北陸ケアサービス 富山市水橋中村町251-1

（有）まいけ 富山市山室293-5

（有）まめの木 富山市町袋128-1

（有）緑の丘 富山市開発246

（有）みらい倶楽部 富山市下赤江町2-3-14

吉田内科クリニックホームヘルプサービス（有） 富山市吉作365-6

（有）よつばのクローバー 富山市本郷中部440

（有）ライフサポートあおい 富山市下奥井1-4-2

（同）イーグル 富山市長江新町2-5-43

（同）リオン 富山市神通本町1-5-13 横江ビル1階101号室

ＮＰＯ法人愛和報恩会 富山市八尾町西川倉23-1

ＮＰＯ法人あかりハウス 富山市安養坊679-2

ＮＰＯ法人ありがた家 富山市八尾町福島3-79

ＮＰＯ法人ありがとうの家 富山市堀川小泉町1-14-14

ＮＰＯ法人大きな手小さな手 富山市蓮町2-9-8

ＮＰＯ法人おらとこ 富山市上滝408

ＮＰＯ法人かもめのノート 富山市西四十物町6-4

ＮＰＯ法人川の音 富山市婦中町外輪野188

ＮＰＯ法人コーポラティブハウス木の実 富山市小杉262

ＮＰＯ法人ささえ愛 富山市中島3-1-1

ＮＰＯ法人しおんの家 富山市水橋辻ヶ堂777

ＮＰＯ法人神通さくら野会 富山市八尾町西神通882-1

ＮＰＯ法人デイサービスこのゆびとーまれ 富山市富岡町355

ＮＰＯ法人デイサービス藤ノ木 富山市藤の木台3-79-7

NPO法人富山あさひ会 富山市安住町5-21

ＮＰＯ法人にぎやか 富山市綾田町1-10-18

ＮＰＯ法人はなまる会 富山市永久町15-52

ＮＰＯ法人ひまわり 富山市太田213

ＮＰＯ法人ふるさとのあかり 富山市四方荒屋3223 Ｐ52・53

ＮＰＯ法人文福 富山市五福3734-3

ＮＰＯ法人ポエム 富山市月岡町4-171-1

ＮＰＯ法人ほっと 富山市八幡750-3

ＮＰＯ法人ゆめさぽーとらいちょう 富山市蜷川15

ＮＰＯ法人よらんまいけ 富山市布目3444

ＮＰＯ法人れいんぼーみさき 富山市針原中町905

秋山 眞 富山市流杉120

高岡市
高岡市農協 高岡市あわら町1-1

（福）あいの風福祉会 高岡市野村879-1 Ｐ54・55

（福）あかね会 高岡市角561

（福）あしつき 高岡市博労本町4-1

（福）永寿会 高岡市太田58 Ｐ56・57

（福）高岡市社会福祉協議会 高岡市清水町1-7-30

（福）高岡市身体障害者福祉会 高岡市葦附1239-27 Ｐ58・59

120 121



名　称 所在地 掲載ページ

（福）たかおか新生会 高岡市麻生谷3796

（福）たかおか万葉福祉会 高岡市滝新15

（福）高岡南福祉会 高岡市オフィスパーク13

（福）立野福祉会 高岡市上渡161 Ｐ60・61

（福）手をつなぐ高岡 高岡市立野2412

（福）戸出福祉会 高岡市醍醐1257 Ｐ62・63

（福）富山県呉西愛育会 高岡市佐加野1701

（福）早川福祉会 高岡市早川390-1 Ｐ64・65

（福）福岡福祉会 高岡市福岡町赤丸1103-1

（福）福鳳会 高岡市蔵野町3

（福）伏木会 高岡市伏木国分1-10-10

（医）市野瀬和田内科医院 高岡市戸出市野瀬388

（医）川岸会 高岡市西海老坂字大坪362

（医）桑山会 高岡市大坪町1-1-3

（医）昂尚会 高岡市戸出町3-19-50

（医）高陵クリニック 高岡市野村23-1

（医）志貴野会 高岡市鷲北新477

（医）紫蘭会 高岡市西藤平蔵313

（医）誠林会 高岡市本郷2-1-34

（医）正和会 高岡市野村1213-1

（医）明寿会 高岡市太田桜谷23-1

（株）アシストケア 高岡市大野172

（株）あゆみ 高岡市福岡町一歩二歩465

（株）医療コーポレーション 高岡市戸出町3-15-54

（株）ｗｉｔｈＯｎｅ 高岡市問屋町34

（株）WALK 高岡市能町南2-21

エスエイチ（株） 高岡市戸出春日626

（株）ＯＡＳＩＳ 高岡市東上関314

神崎福祉会（株） 高岡市赤祖父636

（株）Ｑ・Ｏ・Ｌ 高岡市京田281-1

（株）ケアサポートたなか 高岡市明園町9-12

（株）ケアホームみどり 高岡市横田町1-2-25

（株）ＫＫ 高岡市三女子37-1

健生（株） 高岡市清水町3-6-33

（株）健美福祉会 高岡市中曽根500

（株）こふの希 高岡市伏木矢田上町201-10

トータル・メディカル津沢（株） 高岡市佐野1095-2

（株）永田メディカル 高岡市問屋町12 Ｐ66・67

（株）和 高岡市駅南2-3-5 坂本ビル

（株）ハートフルケア 高岡市古定塚5-45

八起商事（株） 高岡市五福町15-21

（株）ファインライフ 高岡市福岡町本領259-7

（株）フォレストリーフ 高岡市木津800-1 Ｐ68・69

（株）ＹＵＳＩＮ 高岡市明野町6-1

ユニバーサル（株） 高岡市野村879-1

（株）レストハウスサンエール 高岡市福岡町下蓑新336

（有）礒信家具 高岡市内免3-380-1

（有）マルエケア 高岡市熊野町2-2

（有）マルチメディアネットワーク 高岡市太田伊勢領1511-13

（有）みの白峰商事 高岡市福岡町下蓑新336

（有）わか木 高岡市波岡61-1

アスイコ（同） 高岡市大坪町4-48-1

ＮＰＯ法人憩いの家 高岡市高陵町8-49

ＮＰＯ法人ウェルネット 高岡市福岡町福岡新295

ＮＰＯ法人えいぶる 高岡市城東1-9-29
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ＮＰＯ法人くるみ 高岡市木津991-4

ＮＰＯ法人工房ジョ･イン 高岡市佐野新町1666

ＮＰＯ法人Ｊａｍ 高岡市宮田町21-23

ＮＰＯ法人デイケアハウス手をつなごう 高岡市本丸町13-18

ＮＰＯ法人ひらすま 高岡市木町2-25

ＮＰＯ法人よりどころ 高岡市二塚1316

魚津市
魚津市 魚津市釈迦堂1-10-1

（福）魚津市社会福祉協議会 魚津市新金屋2-13-26

（福）海望福祉会 魚津市仏田3468 Ｐ70・71

（福）新川老人福祉会 魚津市大光寺450 Ｐ72・73

（医）七徳会 魚津市友道789 Ｐ74・75

（医）深川病院 魚津市東尾崎下川原3484-1

（医）福寿会 魚津市大光寺456

（医）ホスピィー 魚津市石垣389

（医）宮本内科小児科医院 魚津市新角川1-8-4

（有）タイアップ 魚津市北山714

八光エステイト（有） 魚津市本江1090

（有）ハピネス 魚津市石垣388-2

（有）ブルーム 魚津市新金屋1-12-38 インテリジェントセンタービル2F

ＮＰＯ法人生活支援センターアットホーム新川 魚津市吉島1118-1 Ｐ76・77

ＮＰＯ法人無漏路 魚津市吉島553-1

ＮＰＯ法人わかくさ会 魚津市大光寺1014-14

氷見市
氷見市農協 氷見市朝日丘2-32

（福）三福 氷見市鞍川1902-4

（福）野の草会 氷見市鞍川1855

（福）白寿会 氷見市加納495-1 Ｐ78・79

（福）はまなす厚生会 氷見市島尾791

（福）氷見市社会福祉協議会 氷見市鞍川975

（福）ひみ福祉会 氷見市柳田字諏訪野3892-1

（福）萬葉の杜福祉会 氷見市朝日丘832

（医）アスカ 氷見市柳田2011-2

（一社）おひさま 氷見市北大町15-19

（一社）中央舎 氷見市栄町18-12

（宗）明善寺 氷見市堀田1190

あおぞらホーム（株） 氷見市川尻271-1

（株）寿栄会 氷見市窪552番地1

（株）久八 氷見市指崎1484

（株）氷見介護サービス 氷見市惣領1456

（株）ひみ家 氷見市大浦10-3

北陸調剤薬局（株） 氷見市加納375-1

（株）来夢 氷見市伊勢大町2-12-15 Ｐ80・81

（有）笑顔の会 氷見市谷屋2201

（有）西条ヘルスケアサービス 氷見市柳田1354

（有）滝川 氷見市森寺309

（有）トーカイシステム 氷見市窪2073

（有）宮下工業所 氷見市十二町389-1

ＮＰＯ法人デイサービスわかば 氷見市稲積1862

ＮＰＯ法人のどか 氷見市中村485-1

ＮＰＯ法人ピースマイルきらく 氷見市稲積254

ＮＰＯ法人ｂ－らいふ 氷見市幸町32-12

ＮＰＯ法人ヒューマックス 氷見市島尾548-1

ＮＰＯ法人ロシナンテ 氷見市朝日本町23-20

名　称 所在地 掲載ページ

滑川市
（福）葊和会 滑川市吉浦13

（福）周山会 滑川市野町1686

（福）清寿会 滑川市赤浜573-1 Ｐ82・83

（福）滑川市社会福祉協議会 滑川市寺家町104 滑川市庁舎東別館2階

（福）福梅会 滑川市下梅沢424

（医）秀林会吉見病院 滑川市清水町3-25

（有）お達者くらぶ 滑川市中川原350

（有）シンシア 滑川市大崎野207

（有）高野在宅介護支援開発 滑川市常盤町703

ＮＰＯ法人あすなろ滑川 滑川市野町1656

ＮＰＯ法人ほがらか 滑川市下島143-3

黒部市
黒部市 黒部市三日市725

（福）宇奈月福祉会 黒部市宇奈月町下立37 Ｐ84・85

（福）黒部市社会福祉協議会 黒部市金屋464-1

（福）黒部笑福学園 黒部市荒俣字鉄上997

（福）くろべ福祉会 黒部市吉田745-3

（福）せせらぎ会 黒部市岡208

（福）緑寿会 黒部市若栗2111 Ｐ86・87

（医）一志会 黒部市荻生821

（一社）ＨＫ 黒部市堀切新362-30-2

アイ福祉サポート（株） 黒部市生地芦区34

（株）ウェルフェアサービス 黒部市吉田460-1

Ｅｉｓａｃ（株） 黒部市中新31-3

ケアスタジオ（株） 黒部市吉田460-1

（株）ささや木 黒部市田家野207-7

（有）隠居くらぶ 黒部市田家新765-2

（有）さくらい 黒部市堀高24-1

（有）真成 黒部市宇奈月町浦山407-12

ＮＰＯ法人あいの風 黒部市宇奈月町栃屋151-4

ＮＰＯ法人木ここち 黒部市立野129-1

ＮＰＯ法人三樹福寿会 黒部市植木194-2

ＮＰＯ法人デイサービスなごみの里 黒部市中陣27

砺波市
砺波市 砺波市栄町7-3

（福）庄川福祉会 砺波市庄川町金屋字岩黒38-1

（福）たびだちの会 砺波市中央町10-5

（福）砺波市社会福祉協議会 砺波市幸町8-17

（福）となみ野会 砺波市神島756-1

（福）砺波福祉会 砺波市柳瀬3 Ｐ88・89

（医）寿恵会 砺波市杉木4-69

（医）寿山会 砺波市寿町2-40

（医）藤和会 砺波市鷹栖575

（医）ナラティブホーム 砺波市山王町2-12 Ｐ90・91

（宗）善福寺 砺波市東中171

（株）愛癒 砺波市太郎丸180-1 Ｐ92・93

（株）ＥＡＣＨ ＯＮＥ 砺波市高道32-2

（株）いろり 砺波市五郎丸333

（株）ＨＣＳ 砺波市新富町2-11

（株）ダイエードリームライツ 砺波市太郎丸字堂島6568-1

（株）天正富山 砺波市庄川町五ケ53

（株）ヒューマンケア 砺波市平成町1-11 Ｐ94・95

（株）リレーション 砺波市柳瀬602-1

（有）ホッパン 砺波市杉木5-5 サンライズマンション101

名　称 所在地 掲載ページ

（同）いなほ会 砺波市高波1171

ＮＰＯ法人ＧＯＮＯ 砺波市表町14番1号

ＮＰＯ法人さくらの家矢木 砺波市矢木86

ＮＰＯ法人デイサービス青空 砺波市矢木222-1

ＮＰＯ法人富山県在宅生活支援センター 砺波市深江1-290

ＮＰＯ法人まま     砺波市庄川町金屋2833-1

小矢部市
（福）小矢部市社会福祉協議会 小矢部市鷲島15

（福）小矢部福祉会 小矢部市浅地121

（福）渓明会 小矢部市綾子290-6

（福）清楽会 小矢部市法楽寺1800-1 Ｐ96・97

（福）手をつなぐとなみ野 小矢部市綾子5599

（福）黎明の郷 小矢部市埴生1476

（福）ＹＧ 小矢部市観音町699-1 Ｐ98・99

（医）薫風会 小矢部市新富町3-11

（医）啓愛会 小矢部市島321

（医）にしの会 小矢部市本町6-30

いなば農協 小矢部市石動町10-30

（株）アトマ 小矢部市今石動町1-7-5

（株）いろどり 小矢部市浅地583 Ｐ100・101

（株）ウォームハート 小矢部市西福町10-1

（株）ガーデン 小矢部市観音町5-44

（株）そよかぜ 小矢部市今石動町1-2-9

（株）ドリーム愛寿 小矢部市福上362-1

（株）ハートフル 小矢部市埴生2839-9

（株）フィットケア 小矢部市埴生2839-9

ライフ・クリエイト（株） 小矢部市赤倉207

ＮＰＯ法人紅梅 小矢部市藤森5008-1

ＮＰＯ法人ビスケット 小矢部市芹川3888

ＮＰＯ法人わくわく小矢部 小矢部市新富町4-1

南砺市
南砺市 南砺市苗島4880

（福）城端敬寿会 南砺市理休270 Ｐ102・103

（福）南砺市社会福祉協議会 南砺市蛇喰1009

（福）福寿会 南砺市松原678-1 Ｐ104・105

（福）マーシ園 南砺市谷142

（医）良俊会 南砺市苗島367

（一社）さざんくろす 南砺市野田1147

砺波広域圏事務組合（（福）わらび学園） 南砺市岩武新314

なんと農協 南砺市金戸268-1

福光農協 南砺市荒木5318 Ｐ106・107

（株）ウェルフェアネットワーク 南砺市東赤尾字横平577-1

（株）エンカウンター 南砺市本江238-8

（株）キャリアマッチングシステム富山 南砺市野口191-1

（株）ケア・トラスト 南砺市細木108-1

（株）サード・プレイス 南砺市梅野東野島2077-1

（株）Ｊサポート 南砺市野田213-1

（株）せせらぎ 南砺市高宮5106

（株）北陸福祉会 南砺市二日町2077-7

（有）カルナ 南砺市中ノ江106-3

（有）フィールド 南砺市荒木1333-1

ＮＰＯ法人母笑夢 南砺市遊部川原53

射水市
（福）射水市社会福祉協議会 射水市小島700-1

（福）射水福祉会 射水市七美727
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（福）射水万葉会 射水市朴木211-1

（福）喜寿会 射水市七美891

（福）小杉福祉会 射水市池多822 Ｐ108・109

（福）新湊福祉会 射水市殿村136

（福）大門福祉会 射水市中村20 Ｐ110・111

（福）ひいらぎ会 射水市大島北野33

（医）樫の木会 射水市大島北野48

（医）喜生会 射水市朴木244

（医）矢野神経内科医院 射水市本町1-13-1

（医）楽山会 射水市三ケ835

（一社）福祉・介護・地域活性化ネットワークとやま 射水市放生津町3 ラ・メール放生津105

アイムケア（株） 射水市小島21-1

（株）アンジュケア 射水市上条299-1

射水ライフ・サポート（株） 射水市赤井77-1

（株）ウェルファイン 射水市水戸田966-1

（株）カツヤマ 射水市寺塚原188

（株）ケアサークルこかげ 射水市作道302

（株）ケアサークルこかげ 射水市作道302

（株）こすか 射水市戸破688

サンシップ（株） 射水市橋下条850-1

相互商事（株） 射水市三ヶ錦町4033

（株）竹林商店 射水市草岡町二丁目10-4

ネットワークウェルフェア（株） 射水市作道909-2

（株）望 射水市黒河3252-1

（株）パーソナルライフサポート 射水市片口828

（株）ファミーユ 射水市小泉310-1

（株）メディカルケア 射水市東明七軒5-13

（有）カーム 射水市橋下条508-4

（有）美里会 射水市桜町19-3

（有）めぐみ 射水市橋下条1374

（有）リアン 射水市小島607-1

（同）スマイルハートかどや 射水市新片町5-25

ＮＰＯ法人いちにのさんぽデイサービス 射水市海老江練合570

ＮＰＯ法人德秀会 射水市鷲塚558

ＮＰＯ法人プラスワン 射水市黒河新4920-1

ＮＰＯ法人ふらっと 射水市太閤町4

ＮＰＯ法人放生津 射水市放生津町9-24 リアン放生津107

ＮＰＯ法人ワークホーム悠々 射水市戸破4231

舟橋村
舟橋村 舟橋村仏生寺55

（福）中新川福祉会 舟橋村舟橋58-1 Ｐ112・113

（福）舟橋村社会福祉協議会 舟橋村仏生寺55

ＮＰＯ法人むらのなか 舟橋村東芦原205

上市町
（福）風の詩 上市町湯崎野206-1

（福）上市町社会福祉協議会 上市町湯上野8

（福）新川会 上市町稗田字七郎谷1-32

（福）むつみの里 上市町柳町23

アルプス農協 上市町若杉3-3

（株）スマイルハート 上市町森尻375

（有）あおぞら 上市町若杉84-4

（有）ウエルカム 上市町稗田13-16

（有）ハル 上市町放士ヶ瀬新187-29

ＮＰＯ法人かみいち福祉の里 上市町東江上288

ＮＰＯ法人元・気・楽 上市町丸山11

名　称 所在地 掲載ページ

ＮＰＯ法人ワークハウス剱 上市町中江上99-1

立山町
（医）恵仁会 立山町前沢1181

（福）立山福祉会 立山町末上野字竜ヶ浜119

（株）大井企画 立山町二ツ塚342

（株）ケアサポートコウセイ 立山町宮路34-1

（株）日本エコ・ケア・サービス 立山町米沢44-14 Ｐ114・115

（株）マクロ・コム・ジャパン 立山町寺田1571-4

（株）まんてん 立山町五郎丸149-1

（有）アロマ 立山町坂井沢8-20

（有）オカモト実業 立山町大窪開23

（有）福来老 立山町日中上野191

ＮＰＯ法人立山ＷＡいいちゃ 立山町栃津70

ＮＰＯ法人知的障害者のくらしを考える会 立山町江崎87-24

ＮＰＯ法人つくしの森 立山町西大森657

入善町
（福）おあしす新川 入善町上野2803

（福）にいかわ苑 入善町椚山3410-1

（福）新川むつみ園 入善町浦山新2208

（福）入善町社会福祉協議会 入善町上野2793-1

（福）舟見寿楽苑 入善町舟見1664

みな穂農協 入善町入膳3489-1

（株）ケアサポート真魚 入善町入膳4199-6

東京堂（株） 入善町入膳7791-7

（株）にゅうぜんの里 入善町入膳343

（株）りぼん 入善町入膳3774-4

（有）愛語会 入善町青島771-5

（有）こいずみエイジングくらぶ 入善町君島120-1

ＮＰＯ法人工房あおの丘 入善町道古34-3

ＮＰＯ法人パートナー 入善町上野1672

ホームヘルパーたんぽぽ 入善町一宿490

朝日町
朝日町 朝日町道下1133 Ｐ116・117

（福）有磯会 朝日町泊555 Ｐ118・119

（医）秋桜 朝日町道下862

ＮＰＯ法人ゆきあかり 朝日町草野118-3

その他
（有）伊勢彦 東京都中央区八重洲2-1-1 ヤンマー東京ビル9階

企業組合労協センター事業団 東京都豊島区東池袋1-44-3 池袋ＩＳＰタマビル

メディカル・ケア・サービス（株） 埼玉県さいたま市大宮区大成町1-212-3

メディカル・ケア・サービス東海（株） 岐阜県大垣市宝和町15

（株）サンウェルズ 石川県金沢市二宮町15-13

（株）デイ・フロンティア 石川県金沢市疋田1-127

（医）修和会 石川県加賀市冨塚町中尾1-3

（株）天正 石川県野々市市柳町36-2

（学）金沢医科大学 石川県河北郡内灘町大学1-1

平成29年12月現在
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