
（１）社会福祉法人
法人名 施設・事業所名 頁 区分

(福)相幸福祉会 幼保連携型認定こども園 まつわか保育園 13 児童(幼保連携型認定こども園)

ケアハウスゆりかごの里 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

広田地域包括支援センター 49 高齢者(地域包括支援センター)

広田ヘルパーステーション 52 高齢者(訪問介護)

デイサービスくつろぎ日和 59 高齢者(通所介護)

広田居宅介護支援事業所 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

特別養護老人ホームなごみ 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

特別養護老人ホームみのり 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

デイサービスなごみ 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

小規模多機能型居宅なごみ 91 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

小規模多機能型居宅みのり 91 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホームなごみ 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホームみのり 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

立山町 (福)相幸福祉会 あおぞら保育園 13 児童(保育所)

かがやき保育園 13 児童(保育所)

(福)あいじ福祉会 黒部愛児保育園 10 児童(保育所)

三日市保育所 10 児童(保育所)

(福)あいの風福祉会 訪問介護ステーション あいの風呉羽事業所 52 高齢者(訪問介護)

福祉コミュニティ高岡あいの風 訪問介護ステーション 55 高齢者(訪問介護)

デイサービスセンター 呉羽あいの風 59 高齢者(通所介護)

福祉コミュニティ高岡あいの風 居宅介護支援事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

福祉コミュニティ高岡あいの風 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

福祉コミュニティ小矢部あいの風 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

福祉コミュニティ高岡あいの風 （休止中） 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

福祉コミュニティ高岡あいの風 デイサービスセンター 88 高齢者(地域密着型通所介護)

福祉コミュニティ高岡あいの風 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

福祉コミュニティ高岡あいの風 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

シルバーホーム高岡あいの風 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

(福)愛和福祉会 幼保連携型認定こども園 愛和こども園 13 児童(幼保連携型認定こども園)

幼保連携型認定こども園 みずはしこども園 13 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)青い鳥福祉会 幼保連携型認定こども園 青い鳥保育園 13 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)あおぞらこども福祉会 幼保連携型認定こども園 みかど保育園 13 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)あかね会 シニアヴィラあさひの里 あさひ保育園 16 児童(地域型保育事業・事業所内）

あさひ苑 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

あさひの里 ヘルパーステーション 55 高齢者(訪問介護)

デイサービスあさひの里 61 高齢者(通所介護)

あさひ苑居宅介護支援事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

あさひの里 ヘルパーステーション 98 高齢者(夜間対応型訪問介護)

あさひの里定期巡回・ 随時対応型訪問介護 99 高齢者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

シニアヴィラあさひの里 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

(福)あしつき あしつきふれあいの郷 就労支援事業所 31 障害(就労移行支援)

あしつきふれあいの郷 就労支援事業所 35 障害(就労継続支援B型)

あしつきふれあいの郷 相談支援事業所 39 障害(相談支援事業所)

あしつきふれあいの郷 41 障害(地域活動支援センターⅠ型)

(福)有磯会 特別養護老人ホーム有磯苑 24 障害(短期入所)

有磯苑 45 高齢者(特別養護老人ホーム)

みんなの家 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

介護老人保健施設 つるさんかめさん 48 高齢者(介護老人保健施設)

朝日町デイサービスセンター 65 高齢者(通所介護)

通所リハビリテーション つるさんかめさん 67 高齢者(通所リハビリテーション)

特別養護老人ホーム　有磯苑 83 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)アルペン会 ガンバ村スペシャルキッズ 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

幼保連携型認定こども園 ガンバ村保育園 13 児童(幼保連携型認定こども園)

ガンバ村保育園pepit 16 児童(地域型保育事業・事業所内）

多機能型就労支援事業所 ワークハーバーMUROYA 31 障害(就労移行支援)

多機能型就労支援事業所 ワークハーバーMUROYA 32 障害(就労継続支援A型)

アルペン相談支援事業所 MUROYA 38 障害(相談支援事業所)
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法人名 施設・事業所名 頁 区分

(福)アルペン会 ケアハウスとやま 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

針原地域包括支援センター 49 高齢者(地域包括支援センター)

アルペン ヘルパーステーション 52 高齢者(訪問介護)

あしたねの森デイサービス 59 高齢者(通所介護)

アルペンデイサービス 59 高齢者(通所介護)

アルペン居宅介護支援事業所 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

特別養護老人ホーム あしたねの森 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

特別養護老人ホーム アルペンハイツ 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

アルペンデイサービス 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

(福)育三会 田家保育所 10 児童(保育所)

(福)石堤児童福祉会 石堤保育園 8 児童(保育所)

(福)石動青葉福祉会 石動青葉保育園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)いちい保育園 認定こども園いちい保育園 13 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)市野瀬福祉会 市野瀬保育園 8 児童(保育所)

戸出西部保育園 8 児童(保育所)

(福)射水市社会福祉協議会 射水市社協 ヘルパーステーション 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

射水市社協 ヘルパーステーション 22 障害(同行援護)

射水市大島 在宅介護支援センター 51 高齢者(在宅介護支援センター)

射水市社協 ヘルパーステーション 57 高齢者(訪問介護)

射水市大島 在宅介護支援センター 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)射水福祉会 いみず苑ひびき愛 24 障害(短期入所)

いみず苑かがやき 27 障害(生活介護)

いみず苑きらめき 27 障害(生活介護)

いみず苑なごみ 27 障害(生活介護)

いみず苑ひびき愛 27 障害(生活介護)

通所センターさんが 27 障害(生活介護)

いみず苑「ひびき愛」 29 障害(施設入所支援)

いみず苑はばたき 36 障害(就労継続支援B型)

いみず苑 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

あいネットいみず 40 障害(相談支援事業所)

あいネットいみず 41 障害(地域活動支援センターⅠ型)

いみず苑「きらめき」 64 高齢者(通所介護)

いみず苑「ひびき愛」 64 高齢者(通所介護)

いみず苑「ひびき愛」 68 高齢者(短期入所生活介護)

(福)射水万葉会 射水おおぞら保育園 12 児童(保育所)

大島つばさ保育園 12 児童(保育所)

新湊中部保育園 12 児童(保育所)

幼保連携型認定こども園 海老江こども園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

よろこび富山中央 ケアセンター 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

よろこび高岡ケアセンター 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

よろこび高岡南ケアセンター 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

よろこび滑川ケアセンター 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

よろこび射水緑ケアセンター 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

よろこび富山中央 ケアセンター 21 障害(同行援護)

よろこび高岡ケアセンター 21 障害(同行援護)

よろこび高岡南ケアセンター 21 障害(同行援護)

よろこび滑川ケアセンター 22 障害(同行援護)

よろこび射水緑ケアセンター 22 障害(同行援護)

特別養護老人ホーム 射水万葉苑 24 障害(短期入所)

よろこび富山中央 ケアセンター 41 障害(移動支援)

二上万葉苑 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

射水万葉苑 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

ケアハウス万葉 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

守山・二上・能町 地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

新湊西 地域包括支援センター 51 高齢者(地域包括支援センター)

射水万葉会 天正寺サポートセンター 52 高齢者(訪問介護)

よろこび 富山中央ケアセンター 52 高齢者(訪問介護)

よろこび高岡ケアセンター 55 高齢者(訪問介護)
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法人名 施設・事業所名 頁 区分

(福)射水万葉会 よろこび高岡南ケアセンター 55 高齢者(訪問介護)

よろこび滑川ケアセンター 56 高齢者(訪問介護)

よろこび射水緑ケアセンター 57 高齢者(訪問介護)

二上万葉苑 デイサービスセンター 62 高齢者(通所介護)

射水万葉苑 デイサービスセンター 64 高齢者(通所介護)

射水万葉会 福祉用具貸与事業所 69 高齢者(福祉用具貸与)

射水万葉会特定福祉用具 販売事業所 71 高齢者(特定福祉用具販売)

射水万葉会 天正寺サポートセンター 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

みずほサポートセンター 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

のむらサポートセンター 居宅介護支援事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

二上万葉苑 居宅介護支援事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

よろこび滑川 居宅介護支援事業所 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

射水万葉苑 居宅介護支援事業所 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

射水万葉苑本町サポート センター居宅介護支援事業所 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

福祉プラザ七美 居宅介護支援事業所 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

射水万葉会 天正寺サポートセンター 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

射水万葉苑 本町サポートセンター 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

福祉プラザ七美 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

みずほサポートセンター 86 高齢者(地域密着型通所介護)

射水万葉会 天正寺サポートセンター 91 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

射水万葉苑 本町サポートセンター 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

福祉プラザ七美 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

射水万葉会 天正寺サポートセンター 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

射水万葉苑 本町サポートセンター 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

福祉プラザ七美 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

射水万葉会 天正寺サポートセンター 98 高齢者(夜間対応型訪問介護)

富山中央サポートセンター　　　　　(休止中） 98 高齢者(夜間対応型訪問介護)

みずほサポートセンター　　　　　　　（休止中） 98 高齢者(夜間対応型訪問介護)

のむらサポートセンター (休止中) 98 高齢者(夜間対応型訪問介護)

福祉プラザ七美 99 高齢者(夜間対応型訪問介護)

射水万葉会 天正寺サポートセンター 99 高齢者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

富山中央サポートセンター 99 高齢者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

みずほサポートセンター 99 高齢者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

のむらサポートセンター 99 高齢者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

福祉プラザ七美 99 高齢者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

射水万葉会天正寺サポートセンター （小規模多機能型居宅介護事業） 106 富山型デイサービス

(福)魚津市社会福祉協議会 魚津市社協 ヘルパーステーション 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

魚津市社協 ヘルパーステーション 22 障害(同行援護)

魚津市身体障害者 デイサービスセンター 27 障害(生活介護)

グループホーム大光寺 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

魚津市障害者 生活支援センター 40 障害(相談支援事業所)

魚津市社協 ヘルパーステーション 56 高齢者(訪問介護)

魚津市身体障害者 デイサービスセンター 62 高齢者(通所介護)

魚津市東部 デイサービスセンター 62 高齢者(通所介護)

魚津市社協指定 居宅介護支援事業所 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

魚津市東部 デイサービスセンター 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

魚津市身体障害者 デイサービスセンター 108 富山型デイサービス

魚津市 ((福)魚津市社会福祉協議会） 魚津市立つくし学園 1 児童(福祉型児童発達支援センター)

かもめ児童センター 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

こばと児童センター 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

すずめ児童センター 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

つばめ児童センター 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

ひばり児童センター 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

魚津市立つくし学園 40 障害(相談支援事業所)

魚津市福祉センター (百楽荘) 46 高齢者(老人福祉センター)

経田福祉センター 46 高齢者(老人福祉センター)

(福)魚津保育会 魚津保育園 9 児童(保育所)

魚津第二保育園 9 児童(保育所)
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法人名 施設・事業所名 頁 区分

(福)魚津保育会 上口保育園 9 児童(保育所)

(福)鵜坂福祉会 幼保連携型認定こども園 鵜坂保育園 13 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)宇奈月福祉会 うらやま保育園 10 児童(保育所)

宇奈月ホームヘルプ サービスセンター（休止中） 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

おらはうす宇奈月 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

宇奈月ホーム ヘルプサービスセンター 56 高齢者(訪問介護)

宇奈月デイサービスセンター 63 高齢者(通所介護)

宇奈月在宅介護支援センター 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

小規模多機能ホームかたかご 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

宇奈月グループホーム 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホームくぬぎの里 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

(福)浦山学園福祉会 小杉西部保育園 12 児童(保育所)

新湊作道保育園 12 児童(保育所)

射水市 ((福)浦山学園福祉会) 三ヶ児童館 6 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

(福)永寿会 雨晴苑 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

氷見苑 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

ケアハウス氷見 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

雨晴苑 ホームヘルパー事業所 55 高齢者(訪問介護)

氷見苑訪問介護事業所 56 高齢者(訪問介護)

雨晴苑 デイサービスセンター 62 高齢者(通所介護)

氷見苑デイサービスセンター 63 高齢者(通所介護)

雨晴苑居宅介護支援事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

氷見苑居宅介護支援事業所 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)おあしす新川 おあしす新川 45 高齢者(特別養護老人ホーム)

入善町地域包括支援センター 51 高齢者(地域包括支援センター)

デイサービスセンター おあしす新川 65 高齢者(通所介護)

在宅介護支援センター おあしす新川 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

入善町 ((福)おあしす新川) 在宅介護支援センター おあしす新川 51 高齢者(在宅介護支援センター)

(福)大山会 はなさき苑 ホームヘルプセンター 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

はなさき苑 ホームヘルプセンター 41 障害(移動支援)

はなさき苑 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

大山地域包括支援センター 49 高齢者(地域包括支援センター)

はなさき苑 ホームヘルプセンター 52 高齢者(訪問介護)

はなさき苑 デイサービスセンター 59 高齢者(通所介護)

はなさき苑 居宅介護支援事業所 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)大山保育会 保育所型認定こども園 おおしょう保育園 8 児童(保育所)

保育所型認定こども園 上滝保育園 8 児童(保育所)

(福)奥田福祉会 幼保連携型認定こども園 奥田保育園 13 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)小矢部市社会福祉協議会 小矢部市社協 ホームヘルプセンター 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

小矢部市老人福祉センター (寿永荘) 46 高齢者(老人福祉センター)

小矢部市社協 ホームヘルプセンター 57 高齢者(訪問介護)

小矢部市 デイサービスセンター 64 高齢者(通所介護)

小矢部市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

小矢部市 ((福)小矢部市社会福祉協議会) 小矢部市 在宅介護支援センター 51 高齢者(在宅介護支援センター)

(福)小矢部福祉会 ほっとはうす千羽 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

ケアハウスおやべ 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

ほっとはうす千羽 在宅介護支援センター 51 高齢者(在宅介護支援センター)

ほっとはうす千羽 デイサービスセンター 64 高齢者(通所介護)

ほっとはうす千羽 居宅介護支援事業所 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)恩賜財団済生会支部 富山県済生会 富山県済生会富山病院 6 児童(助産施設)

富山県済生会高岡病院 6 児童(助産施設)

幼保連携型認定こども園 なでしこ保育園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

富山県済生会富山病院 17 生活保護(医療保護施設)

富山県済生会高岡病院 17 生活保護(医療保護施設)

済生会高岡病院 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

済生会富山 訪問看護ステーション 99 高齢者(訪問看護ステーション)

済生会高岡 訪問看護ステーション 100 高齢者(訪問看護ステーション)

(福)海望福祉会 ヘルパーステーション あんどの里ありそ館 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)
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(福)海望福祉会 ヘルパーステーション あんどの里ありそ館 21 障害(行動援護)

ヘルパーステーション あんどの里ありそ館 22 障害(同行援護)

ショートステイひゞき 23 障害(短期入所)

障害者支援施設 ひゞき 27 障害(生活介護)

デイサービス あんどの里ありそ館 27 障害(生活介護)

デイサービス友道 27 障害(生活介護)

障害者支援施設 ひゞき 28 障害(施設入所支援)

グループホーム 花みずき弐番館 37 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

ひゞき計画相談支援事業所 40 障害(相談支援事業所)

あんどの里 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

ヘルパーステーション 花みずき 52 高齢者(訪問介護)

ヘルパーステーション 花みずき弐番館 52 高齢者(訪問介護)

ヘルパーステーション あんどの里ありそ館 56 高齢者(訪問介護)

デイサービス花みずき 59 高齢者(通所介護)

あんどの里 指定通所介護事業所 62 高齢者(通所介護)

あんどの里 居宅介護支援事業所 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービス あんどの里ありそ館 89 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービス友道 89 高齢者(地域密着型通所介護)

小規模多機能型居宅介護 事業所花みずき参番館 91 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ケアメントハウス花みずき 102 高齢者(有料老人ホーム)

ケアメントハウス 花みずき弐番館 102 高齢者(有料老人ホーム)

ケアメントハウス 花みずき参番館 102 高齢者(有料老人ホーム)

ケアメントハウスあんどの里 ありそ館 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

デイサービス花みずき 106 富山型デイサービス

デイサービス あんどの里ありそ館 108 富山型デイサービス

デイサービス友道 108 富山型デイサービス

(福)海友会 ケアハウス海王 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

(福)風の詩 地域密着型特別養護老人ホーム湯崎野苑 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

(福)かたかご会 神明こども園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

幼保連携型認定こども園 かたかご保育園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)かづみ野 堀岡保育園 12 児童(保育所)

かづみの里 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

(福)上市保育園 上市保育園 12 児童(保育所)

(福)上市町社会福祉協議会 上市町 ホームヘルパーステーション 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

上市町 ホームヘルパーステーション 22 障害(同行援護)

上市町 ホームヘルパーステーション 58 高齢者(訪問介護)

上市町社協 居宅介護支援事業所 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)上市町三日市保育園 上市町三日市保育園 12 児童(保育所)

(福)上小泉保育園 認定こども園上小泉保育園 10 児童(保育所)

(福)上関保育園 上関保育園 8 児童(保育所)

(福)毅行福祉会 中加積保育園 10 児童(保育所)

音杉保育園 12 児童(保育所)

(福)喜志麻児童福祉会 喜志麻保育園 11 児童(保育所)

(福)喜寿会 七美ことぶき苑 短期入所生活介護事業所 24 障害(短期入所)

七美ことぶき苑 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

新湊東 地域包括支援センター 51 高齢者(地域包括支援センター)

くなとデイサービスセンター 64 高齢者(通所介護)

七美ことぶき苑 デイサービスセンター 64 高齢者(通所介護)

くなと居宅介護支援事業所 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

七美ことぶき苑 居宅介護支援事業所 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)吉島保育園 幼保連携型認定こども園 吉島保育園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)国吉光徳保育園 国吉光徳保育園 8 児童(保育所)

(福)国吉ちくば保育園 認定こども園国吉ちくば保育園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)グレイス会 ルミナスたてやま 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

(福)グレイス会デイサービス センターｓｍｉｌｅｌａｂｅｌ 91 高齢者(地域密着型通所介護)

(福)黒河児童福祉会 黒河保育園 12 児童(保育所)

(福)黒部市社会福祉協議会 黒部市社会福祉協議会 ホームヘルプセンター 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

黒部市福祉センター 46 高齢者(老人福祉センター)
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(福)黒部市社会福祉協議会 黒部市東部 地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

黒部市社会福祉協議会 ホームヘルプセンター 56 高齢者(訪問介護)

黒部市社会福祉協議会 ケアセンター 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

黒部市 (福)黒部市社会福祉協議会 黒部市 宇奈月老人福祉センター 46 高齢者(老人福祉センター)

(福)黒部笑福学園 黒部笑福学園 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

デイサービスセンター つばき苑 63 高齢者(通所介護)

つばき苑 居宅介護支援事業所 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)くろべ福祉会 うぃるサポートわんぱく工房 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

すてっぷサポート わんぱく工房 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

あいもと里山工房 27 障害(生活介護)

くろべ工房 27 障害(生活介護)

あいもと里山工房 35 障害(就労継続支援B型)

くろべ工房 35 障害(就労継続支援B型)

相談支援事業所らいとはうす 40 障害(相談支援事業所)

(福)慶寿会 たちばな荘 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

椿寿荘 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

のりみね苑 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

八尾南地域包括支援センター 49 高齢者(地域包括支援センター)

椿寿荘ヘルパーステーション 52 高齢者(訪問介護)

椿寿荘デイサービスセンター 59 高齢者(通所介護)

のりみね苑 デイサービスセンター 59 高齢者(通所介護)

椿寿荘居宅介護支援事業所 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

のりみね苑 居宅介護支援事業所 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

椿寿荘デイサービスセンター 106 富山型デイサービス

(福)恵風会 多機能型事業所このみ 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

障害者支援施設 あざみ園 22 障害(短期入所)

障害者支援施設 あざみ園 24 障害(生活介護)

多機能型事業所このみ 25 障害(生活介護)

富山市生活介護事業所 第２あすなろ 25 障害(生活介護)

富山市生活介護事業所 第１あすなろ 25 障害(生活介護)

富山市婦中生活介護事業所 25 障害(生活介護)

障害者支援施設 あざみ園 28 障害(施設入所支援)

多機能型事業所このみ 34 障害(就労継続支援B型)

どんぐり工房 34 障害(就労継続支援B型)

恵風会 グループホーム・ケアホーム 37 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

恵風会相談支援事業所 あざみ 38 障害(相談支援事業所)

(福)渓明会 放課後等デイサービス事業所 きっずるーむクローバー 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

障害者支援施設 渓明園あすなろ 23 障害(短期入所)

障害者支援施設 渓明園からまつ 23 障害(短期入所)

障害者支援施設 花椿あおぞら 23 障害(短期入所)

障害者支援施設 花椿きらめき 23 障害(短期入所)

障害者支援施設 渓明園あすなろ 27 障害(生活介護)

障害者支援施設 渓明園からまつ 27 障害(生活介護)

多機能型事業所 渓明園めるへん 27 障害(生活介護)

障害者支援施設 花椿あおぞら 27 障害(生活介護)

障害者支援施設 花椿きらめき 27 障害(生活介護)

多機能型事業所 花椿かがやき 27 障害(生活介護)

障害者支援施設 渓明園あすなろ 28 障害(施設入所支援)

障害者支援施設 渓明園からまつ 29 障害(施設入所支援)

障害者支援施設 花椿あおぞら 29 障害(施設入所支援)

障害者支援施設 花椿きらめき 29 障害(施設入所支援)

多機能型事業所花椿かがやき （多機能型事業所花椿いろは） 31 障害(就労移行支援)

多機能型事業所 渓明園めるへん 36 障害(就労継続支援B型)

多機能型事業所 花椿かがやき 36 障害(就労継続支援B型)

ホームやつわ 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

ホーム柴田屋 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

障がい者サポートセンター きらり 40 障害(相談支援事業所)

指定特定相談支援事業所 渓明園 40 障害(相談支援事業所)
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(福)けやき苑 第2けやきホーム 22 障害(短期入所)

ＪＯＢふたくち 32 障害(就労継続支援A型)

ＪＯＢ相生 34 障害(就労継続支援B型)

ＪＯＢ下赤江 34 障害(就労継続支援B型)

ＪＯＢにながわ 34 障害(就労継続支援B型)

JOB堀分所 34 障害(就労継続支援B型)

第1けやきホーム 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

第2けやきホーム 37 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

相談支援事業所けやき 39 障害(相談支援事業所)

(福)幸恵会 晴風荘 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

水橋北地域包括支援センター 49 高齢者(地域包括支援センター)

晴風荘 ホームヘルパーステーション 52 高齢者(訪問介護)

晴風荘デイサービスセンター うみかぜ 59 高齢者(通所介護)

晴風荘居宅介護支援事業所 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

サテライト特養せいふう 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

コミュニティホームせいふう 91 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホームせいふう 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

(福)光南会 南加積保育園 12 児童(保育所)

(福)興南学園福祉会 幼保連携型認定こども園 くまのこども園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)光風会 ながれすぎ光風苑 43 高齢者(養護老人ホーム)

ながれすぎ光風苑 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

にながわ光風苑 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

蜷川地域包括支援センター 49 高齢者(地域包括支援センター)

堀川南地域包括支援センター 49 高齢者(地域包括支援センター)

光風会みまもりステーション 53 高齢者(訪問介護)

にながわ光風苑 59 高齢者(通所介護)

堀川南光風苑（いこい） 59 高齢者(通所介護)

くまの光風苑 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

にながわ光風苑 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

堀川南光風苑 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

くまの光風苑 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

堀川南光風苑 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

堀川南光風苑（ひだまり） 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

くまの光風苑 86 高齢者(地域密着型通所介護)

堀川南光風苑（きときと） 86 高齢者(地域密着型通所介護)

光風会みまもりステーション 99 高齢者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

光風会訪問看護ステーション 99 高齢者(訪問看護ステーション)

(福)高陵児童福祉会 定塚保育園 8 児童(保育所)

野村保育園 8 児童(保育所)

(福)廣和会 カモメ荘 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

カモメ荘 在宅介護支援センター 51 高齢者(在宅介護支援センター)

滑川市老人 デイサービスセンターカモメ荘 63 高齢者(通所介護)

カモメ荘 在宅介護支援センター 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

あいのかぜ 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

(福)小杉福祉会 あいあい保育園 12 児童(保育所)

大江苑ヘルパーステーション 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

特別養護老人ホーム エスポワールこすぎ 24 障害(短期入所)

特別養護老人ホーム大江苑 24 障害(短期入所)

エスポワールこすぎ 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

大江苑 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

太閤の杜 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

小杉・下 地域包括支援センター 51 高齢者(地域包括支援センター)

小杉・南 地域包括支援センター 51 高齢者(地域包括支援センター)

射水市小杉 在宅介護支援センター池多 51 高齢者(在宅介護支援センター)

射水市下 在宅介護支援センター 51 高齢者(在宅介護支援センター)

大江苑ヘルパーステーション 57 高齢者(訪問介護)

エスポワールこすぎ デイサービスセンター 64 高齢者(通所介護)

大江苑デイサービスセンター 64 高齢者(通所介護)
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(福)小杉福祉会 太閤の杜 デイサービスセンター 65 高齢者(通所介護)

射水市小杉 在宅介護支援センター池多 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

射水市小杉 在宅介護支援センター大江 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

射水市下 在宅介護支援センター 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

太閤の杜 居宅介護支援センター 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

下村デイサービスセンター 90 高齢者(地域密着型通所介護)

(福)西光苑 海清保育園 9 児童(保育所)

認定こども園氷見ひかり保育園 9 児童(保育所)

(福)坂ノ下福祉会 能町保育園 8 児童(保育所)

幼保連携型認定こども園 坂ノ下保育園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)三寿会 三寿苑 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

ケアハウス三寿荘 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

藤ノ木・山室中部 地域包括支援センター 49 高齢者(地域包括支援センター)

三寿苑介護サービスセンター 53 高齢者(訪問介護)

三寿苑デイサービスセンター 59 高齢者(通所介護)

デイサービスセンターあざみ 59 高齢者(通所介護)

あざみ居宅介護支援事業所 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

三寿苑居宅介護支援事業所 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

ケアステーションあざみ 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホームあざみ 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

川縁の里 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

(福)三福 健食工房みのり 30 障害(自立訓練(生活訓練))

健食工房みのり 33 障害(就労継続支援A型)

特別養護老人ホーム 氷見鶴寿苑 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

(福)ジェイエイ氷見みどり会 上庄保育園 9 児童(保育所)

みどり保育園 9 児童(保育所)

(福)至宝会 ケアハウスひかりの花苑 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

居宅介護支援事業所至宝館 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

至宝館すまはぴ 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

小規模特別養護老人ホーム 至宝館 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

小規模多機能型居宅介護 事業所至宝館 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

認知症高齢者グループホーム 至宝館 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

(福)秀愛会 あゆみの郷 1 児童(医療型障害児入所施設)

多機能事業所あゆみの郷 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

大沢野ちゅうおうこども園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

あゆみの郷 22 障害(短期入所)

あゆみの郷 24 障害(療養介護)

多機能事業所あゆみの郷 25 障害(生活介護)

就労支援事業所ハーベスト 32 障害(就労継続支援A型)

多機能事業所ステップ 32 障害(就労継続支援A型)

多機能事業所ステップ 34 障害(就労継続支援B型)

相談支援事業所アシスト 39 障害(相談支援事業所)

ケアハウスそよかぜの郷 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

(福)周山会 やなぎはら保育園 10 児童(保育所)

老人保健施設なごみ苑 48 高齢者(介護老人保健施設)

デイサービス滑川倶楽部 63 高齢者(通所介護)

老人保健施設なごみ苑 67 高齢者(通所リハビリテーション)

なごみいきいきセンター 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

グループホーム粋交舎滑川 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

生活支援ハウスなじみ 103 高齢者(有料老人ホーム)

(福)庄川福祉会 ケアポート庄川老人福祉センター 46 高齢者(老人福祉センター)

介護老人保健施設 ケアポート庄川 48 高齢者(介護老人保健施設)

ケアポート庄川 在宅介護支援センター 51 高齢者(在宅介護支援センター)

ケアポート庄川 デイサービスセンター 64 高齢者(通所介護)

介護老人保健施設 ケアポート庄川 67 高齢者(通所リハビリテーション)

ケアポート庄川 居宅介護支援事業所 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスゆずの木 90 高齢者(地域密着型通所介護)

(福)正徳保育園 正徳保育園 8 児童(保育所)
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(福)城端敬寿会 城端うらら 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

介護老人保健施設 城端うらら 48 高齢者(介護老人保健施設)

在宅介護支援センターうらら 51 高齢者(在宅介護支援センター)

デイサービスセンターうらら 64 高齢者(通所介護)

介護老人保健施設 城端うらら 67 高齢者(通所リハビリテーション)

うらら居宅介護支援事業所 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)神通福祉会 あすなろの郷 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

奥田北地域包括支援センター 49 高齢者(地域包括支援センター)

ヘルパーステーション永楽 53 高齢者(訪問介護)

あすなろの郷 デイサービスセンター 60 高齢者(通所介護)

あすなろの郷 居宅介護支援事業所 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

あすなろハウス永楽 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

(福)新湊福祉会 和の郷高岡 62 高齢者(通所介護)

和の郷高岡 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

居宅介護支援事業所 和の郷射水 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

和の郷高岡 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

特別養護老人ホーム 和の郷 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

和の郷高岡 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

和の郷高岡 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

(福)杉の子保育園 杉の子保育園 12 児童(保育所)

(福)すこやかこども福祉会 幼保連携型認定大沢野こども園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

幼保連携型認定杉原こども園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)清寿会 特別養護老人ホーム清寿荘 23 障害(短期入所)

清寿荘 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

清寿荘在宅介護支援センター 51 高齢者(在宅介護支援センター)

滑川市老人 デイサービスセンター 63 高齢者(通所介護)

清寿荘在宅介護支援センター 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)誠心会 特別養護老人ホーム喜寿苑 22 障害(短期入所)

喜寿苑 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

喜寿苑デイサービスセンター 60 高齢者(通所介護)

喜寿苑居宅介護支援事業所 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

喜寿苑デイサービスセンター 106 富山型デイサービス

(福)成美保育園 成美保育園 8 児童(保育所)

(福)清楽会 清楽園 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

清楽園在宅介護支援センター 51 高齢者(在宅介護支援センター)

清楽園デイサービスセンター 64 高齢者(通所介護)

清楽園在宅介護支援センター 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスセンター心楽 90 高齢者(地域密着型通所介護)

(福)清陵児童福祉会 つくし保育園 8 児童(保育所)

(福)セーナー苑 ショートステイこだまの丘 22 障害(短期入所)

ショートステイのぞみの丘 22 障害(短期入所)

ショートステイはるかぜの丘 22 障害(短期入所)

ショートステイほほえみの丘 22 障害(短期入所)

ショートステイやまびこの丘 22 障害(短期入所)

ショートステイわかくさの丘 22 障害(短期入所)

障害者支援施設 こだまの丘 25 障害(生活介護)

障害者支援施設 のぞみの丘 25 障害(生活介護)

障害者支援施設 はるかぜの丘 25 障害(生活介護)

障害者支援施設 ほほえみの丘 25 障害(生活介護)

障害者支援施設 やまびこの丘 25 障害(生活介護)

障害者支援施設 わかくさの丘 25 障害(生活介護)

障害福祉サービス事業所 萌黄 25 障害(生活介護)

障害者支援施設 こだまの丘 28 障害(施設入所支援)

障害者支援施設 のぞみの丘 28 障害(施設入所支援)

障害者支援施設 はるかぜの丘 28 障害(施設入所支援)

障害者支援施設 ほほえみの丘 28 障害(施設入所支援)

障害者支援施設 やまびこの丘 28 障害(施設入所支援)

障害者支援施設 わかくさの丘 28 障害(施設入所支援)
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(福)セーナー苑 障害福祉サービス事業所 萌黄 30 障害(自立訓練(生活訓練))

就労移行支援事業所あおぞら 31 障害(就労移行支援)

就労支援事業所あおぞら 34 障害(就労継続支援B型)

就労継続支援事業所 工房ＣｏＣｏ 34 障害(就労継続支援B型)

セーナー苑 グループホームほのか 37 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

セーナー苑相談支援事業所 Ｗｅネット 39 障害(相談支援事業所)

(福)せせらぎ会 せせらぎハウス黒部 35 障害(就労継続支援B型)

(福)千寿会 太陽苑 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

太陽苑居宅介護支援事業所 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

太陽苑デイサービスセンター 87 高齢者(地域密着型通所介護)

(福)宣長康久会 ささづ苑 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

大沢野・細入 地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

ささづ苑デイサービスセンター 60 高齢者(通所介護)

ささづ苑居宅介護支援センター 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

地域密着型特別養護 老人ホームささづ苑 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

地域密着型特別養護老人ホームささづ苑かすが 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

(福)大門福祉会 水戸田保育園 12 児童(保育所)

射水市大門 在宅介護支援センター 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

こぶし園 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

大門･大島 地域包括支援センター 51 高齢者(地域包括支援センター)

射水市大門 在宅介護支援センター 57 高齢者(訪問介護)

こぶし園 デイサービスセンター 65 高齢者(通所介護)

射水市大門 在宅介護支援センター 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)高岡市社会福祉協議会 社協ホームヘルパー ステーション 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

社協ホームヘルパー ステーション 21 障害(同行援護)

社協特定相談支援事業所 39 障害(相談支援事業所)

社協ホームヘルパー ステーション 41 障害(移動支援)

博労・川原 地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

社協 ホームヘルパーステーション 55 高齢者(訪問介護)

社協 デイサービスセンター 62 高齢者(通所介護)

社協居宅介護支援 高岡事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

社協居宅介護支援 福岡事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

高岡市 ((福)高岡市社会福祉協議会) 高岡市東部老人福祉センター 46 高齢者(老人福祉センター)

(福)高岡市身体障害者福祉会 志貴野ホーム 23 障害(短期入所)

志貴野ホーム 26 障害(生活介護)

志貴野ホーム 障害者福祉センター 26 障害(生活介護)

障害者支援施設 志貴野苑 26 障害(生活介護)

志貴野ホーム 28 障害(施設入所支援)

障害者支援施設 志貴野苑 28 障害(施設入所支援)

志貴野ホーム 障害者福祉センター(休止中） 29 障害(自立訓練(機能訓練))

志貴野苑 就労継続支援事業所 35 障害(就労継続支援B型)

志貴野苑障害者相談支援 センター（休止中） 39 障害(相談支援事業所)

志貴野ホーム 障害者相談支援センター 39 障害(相談支援事業所)

高岡市志貴野身体障害者 相談支援センター 39 障害(相談支援事業所)

志貴野長生寮 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

志貴野長生寮 居宅介護支援事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

志貴野長生寮 デイサービスセンター 88 高齢者(地域密着型通所介護)

(福)たかおか新生会 新生苑さくら通り 23 障害(短期入所)

新生苑さくら通り 26 障害(生活介護)

新生苑つつじ通り 26 障害(生活介護)

障害者支援施設 新生苑さくら通り 28 障害(施設入所支援)

障害者支援施設 新生苑つつじ通り 28 障害(施設入所支援)

障害者相談支援センター ゆきわりそう 39 障害(相談支援事業所)

(福)たかおか万葉福祉会 かたかご苑 23 障害(短期入所)

かたかご苑 26 障害(生活介護)

サポートかたかご 26 障害(生活介護)

すてっぷかたかご 26 障害(生活介護)

かたかご苑 28 障害(施設入所支援)
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(福)たかおか万葉福祉会 ジョブライフ万葉(休止中） 31 障害(就労移行支援)

ジョブライフ万葉 35 障害(就労継続支援B型)

ファクトリーかたかご 35 障害(就労継続支援B型)

かたかご苑グループホーム 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

かたかご苑(休止中) 39 障害(相談支援事業所)

障がい者相談支援センター かたかご 39 障害(相談支援事業所)

ジョブライフ万葉(休止中) 39 障害(相談支援事業所)

高岡市障がい者 地域活動支援センターすまいる 41 障害(地域活動支援センターⅠ型)

(福)高岡南福祉会 かがやき 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

はるかぜ 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

デイサービスセンター はるかぜ 62 高齢者(通所介護)

はるかぜ 居宅介護支援事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

となみ野はるかぜ 居宅介護支援事業所 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

認知症対応型通所介護 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰといで野はるかぜ 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

小規模多機能型居宅介護 支援事業所はるかぜ庄東 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

(福)高月保育園 認定こども園たかつき保育園 (保育所型認定こども園) 10 児童(保育所)

(福)鷹寺福祉会 小杉東部保育園 12 児童(保育所)

射水市 ((福)鷹寺福祉会) 戸破児童館 6 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

(福)高原福祉会 幼保連携型認定こども園 高原保育園 16 児童(幼保連携型認定こども園)

立山町 (福)高原福祉会 みどりの森保育園 13 児童(保育所)

(福)立野福祉会 香野苑ホームヘルプサービス 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

香野苑 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

国吉・五位 地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

香野苑ホームヘルプサービス 55 高齢者(訪問介護)

香野苑デイサービスセンター 62 高齢者(通所介護)

香野苑居宅介護支援事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

認知症対応型香野苑 デイサービスセンター 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

(福)立野保育所 立野保育所 8 児童(保育所)

(福)立山福祉会 竜ヶ浜荘 45 高齢者(特別養護老人ホーム)

立山町デイサービスセンター 竜ヶ浜荘 65 高齢者(通所介護)

竜ヶ浜荘 指定居宅介護支援センター 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)立山町社会福祉協議会 立山町社協 ホームヘルパーステーション 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

立山町社協 ホームヘルパーステーション 58 高齢者(訪問介護)

立山町社協 ケアサービスセンター 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)たびだちの会 ワークハウスとなみ野 31 障害(就労移行支援)

ワークハウスとなみ野 36 障害(就労継続支援B型)

たびだちの会グループホーム 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

地域活動支援センター となみ野 40 障害(相談支援事業所)

地域活動支援センター となみ野 41 障害(地域活動支援センターⅠ型)

(福)小さな幸せの家 小さな幸せの家 短期入所センター 22 障害(短期入所)

小さな幸せの家 25 障害(生活介護)

小さな幸せの家いみず 27 障害(生活介護)

小さな幸せの家いみず 29 障害(自立訓練(機能訓練))

小さな幸せの家いみず 30 障害(自立訓練(生活訓練))

小さな幸せの家ホーム 37 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

小さな幸せの家いみずホーム 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

小さな幸せの家いみず 91 高齢者(地域密着型通所介護)

小さな幸せの家いみず 109 富山型デイサービス

(福)ちいさな花の福祉会 石動西部こども園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

津沢こども園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)手をつなぐ高岡 ワークスたかおか （アシストたての） 26 障害(生活介護)

ワークスいちのせ 31 障害(就労移行支援)

かごめ苑 35 障害(就労継続支援B型)

ワークスいちのせ 35 障害(就労継続支援B型)

ワークスたかおか 35 障害(就労継続支援B型)

ワークスたから 35 障害(就労継続支援B型)

ワークスてんもく 35 障害(就労継続支援B型)

ライフえいらく 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))
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(福)手をつなぐ高岡 ライフせんごく 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

ライフよこた 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

あ・トーク 39 障害(相談支援事業所)

(福)手をつなぐとなみ野 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業砺波事業所 （サポートぷらす） 27 障害(生活介護)

障害福祉サービス事業砺波事業所 （福祉作業所南天桐） 31 障害(就労移行支援)

障害福祉サービス事業砺波事業所 福祉作業所油田 36 障害(就労継続支援B型)

障害福祉サービス事業砺波事業所 福祉作業所庄川 36 障害(就労継続支援B型)

障害福祉サービス事業小矢部事業所 福祉作業所あけぼの第一 36 障害(就労継続支援B型)

障害福祉サービス事業小矢部事業所 福祉作業所あけぼの第二 36 障害(就労継続支援B型)

障害福祉サービス事業南砺事業所 福祉作業所エルハート城端 36 障害(就労継続支援B型)

障害福祉サービス事業南砺事業所福祉作業所ﾌﾚﾝﾄﾞﾊｳｽ福光 36 障害(就労継続支援B型)

障害福祉サービス事業 南砺事業所メイプル福野 36 障害(就労継続支援B型)

共同生活援助事業所 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

地域生活支援センター すまいる 40 障害(相談支援事業所)

共生型グループホーム らぶあけぼの 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

(福)天神保育園 幼保連携型認定こども園 天神保育園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)戸出福祉会 だいご苑 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

いきいきサポートセンターゆめ 47 高齢者(高齢者生活福祉センター)

戸出・中田 地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

だいご苑ヘルパーステーション 55 高齢者(訪問介護)

高岡市だいご デイサービスセンター 62 高齢者(通所介護)

デイサービス清水館 62 高齢者(通所介護)

デイサービスゆめ 62 高齢者(通所介護)

介護相談センター中田館 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

だいご清水館 居宅介護支援事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

高岡市だいご 在宅介護支援センター 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

特別養護老人ホームだいご苑 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

げんきデイ中田館 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

デイサービス清水館いこい 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

げんきデイ中田館 89 高齢者(地域密着型通所介護)

だいご清水館 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

だいご中田館 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホーム中田館 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

だいご清水館 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

(福)戸出北部保育園 戸出北部保育園 8 児童(保育所)

(福)常盤台保育園 幼保連携型認定こども園 常盤台保育園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)徳樹福祉会 滑川中央保育園 10 児童(保育所)

(福)砺波市社会福祉協議会 砺波市 社会福祉庄東センター 46 高齢者(老人福祉センター)

砺波市南部 デイサービスセンター 64 高齢者(通所介護)

砺波市北部 デイサービスセンター 64 高齢者(通所介護)

砺波市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

砺波市南部 デイサービスセンター 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

砺波市北部 デイサービスセンター 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

砺波市 ((福)砺波市社会福祉協議会) 砺波市福祉センター 苗加苑 46 高齢者(老人福祉センター)

砺波市福祉センター 麦秋苑 46 高齢者(老人福祉センター)

砺波市老人福祉センター 北部苑 46 高齢者(老人福祉センター)

(福)となみ中央福祉会 あぶらでん保育園 11 児童(保育所)

ちゅうりっぷ保育園 11 児童(保育所)

(福)となみ野会 砺波ふれあいの杜 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

砺波ふれあいの杜 在宅介護支援センター 51 高齢者(在宅介護支援センター)

砺波ふれあいの杜 ヘルパーステーション 57 高齢者(訪問介護)

砺波ふれあいの杜 デイサービスセンター 64 高齢者(通所介護)

砺波ふれあいの杜 居宅介護支援事業所 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

砺波ふれあいの杜 デイサービスセンター 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

(福)砺波福祉会 やなぜ苑 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

砺波市やなぜ苑 在宅介護支援センター 51 高齢者(在宅介護支援センター)

砺波市庄東 デイサービスセンター 64 高齢者(通所介護)

やなぜ苑 デイサービスセンター 64 高齢者(通所介護)
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(福)砺波福祉会 砺波市やなぜ苑 在宅介護支援センター 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

砺波市庄東 デイサービスセンター 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

やなぜ苑 デイサービスセンター（休止） 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

(福)富山学院福祉会 幼保連携型認定こども園 堀川南保育園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

認定こども園相ノ木保育園 16 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)富山県呉西愛育会 高岡愛育園 1 児童(児童養護施設)

デイサービスセンター さがの苑 58 高齢者(訪問入浴介護)

さがの苑 居宅介護支援事業所 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスセンター さがの苑 89 高齢者(地域密着型通所介護)

(福)富山県視覚障害者協会 富山県視覚障害者福祉センター 42 障害(点字図書館･盲人ホーム)

(福)富山県社会福祉総合センター 高志ライフケアホーム 23 障害(短期入所)

高志ワークホーム 23 障害(短期入所)

指定短期入所事業所富山県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院・こども支援ｾﾝﾀｰ 23 障害(短期入所)

指定療養介護事業所富山県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院・こども支援ｾﾝﾀｰ 23 障害(短期入所)

指定療養介護事業所富山県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院・こども支援ｾﾝﾀｰ 24 障害(療養介護)

高志ライフケアホーム 25 障害(生活介護)

高志ワークホーム 25 障害(生活介護)

指定生活介護事業所富山県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院・こども支援ｾﾝﾀｰ 25 障害(生活介護)

高志ライフケアホーム 28 障害(施設入所支援)

高志ワークホーム 28 障害(施設入所支援)

高志ライフケアホーム (休止中） 29 障害(自立訓練(機能訓練))

高志ワークセンター 29 障害(自立訓練(機能訓練))

高志ワークセンター 30 障害(自立訓練(生活訓練))

高志ワークセンター 31 障害(就労移行支援)

高志ワークセンター 34 障害(就労継続支援B型)

高志福祉相談センター 39 障害(相談支援事業所)

九重荘 45 高齢者(軽費老人ホーム(Ａ型))

高志訪問看護ステーション 100 高齢者(訪問看護ステーション)

富山県 ((福)富山県社会福祉総合ｾﾝﾀｰ) 医療型障害児入所施設富山県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院・こども支援ｾﾝﾀｰ 1 児童(医療型障害児入所施設)

富山県リハビリテーション 病院・こども支援センター 1 児童(福祉型児童発達支援センター)

富山県リハビリテーション 病院・こども支援センター 2 児童(医療型児童発達支援センター)

指定児童発達支援事業所富山県ﾘﾊﾋﾞﾘ病院・こども支援ｾﾝﾀｰ 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

指定放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業所富山県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院・こども支援ｾﾝﾀｰ 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

(福)富山県精神保健福祉協会 ゆりの木の里短期入所事業所 23 障害(短期入所)

ゆりの木の里 自立訓練（生活訓練）事業所 30 障害(自立訓練(生活訓練))

ゆりの木の里 多機能型就労支援事業所 31 障害(就労移行支援)

ゆりの木の里 多機能型就労支援事業所 32 障害(就労継続支援A型)

ゆりの木の里 多機能型就労支援事業所 34 障害(就労継続支援B型)

グループホームゆりの木 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

ゆりの木の里 相談支援事業所 39 障害(相談支援事業所)

ゆりの木の里 41 障害(地域活動支援センターⅠ型)

(福)富山県聴覚障害者協会 富山県聴覚障害者センター 42 障害(聴覚障害者情報提供施設)

(福)富山国際学園福祉会 幼保連携型認定こども園 にながわ保育園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)富山市桜谷福祉会 放課後等デイサービスひかり 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

幼保連携型認定こども園 桜谷保育園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

富山市まちなか総合ケアセンター こども発達支援室 39 障害(相談支援事業所)

富山市恵光学園 39 障害(相談支援事業所)

白光苑 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

百塚地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

桜谷の里 ヘルパーステーション 53 高齢者(訪問介護)

桜谷の里 デイサービスセンター 60 高齢者(通所介護)

白光苑デイサービスセンター 60 高齢者(通所介護)

白光苑居宅介護支援事業所 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

桜谷の里 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

富山市 ((福)富山市桜谷福祉会) 富山市恵光学園 1 児童(福祉型児童発達支援センター)

富山市まちなか総合ケアセンター こども発達支援室 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

富山市恵光学園 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

(福)富山市社会福祉協議会 アミティ工房 42 障害(地域活動支援センターⅢ型)
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(福)富山市社会福祉協議会 ガラス工芸共同作業所 42 障害(地域活動支援センターⅢ型)

富山市婦中社会福祉センター 46 高齢者(老人福祉センター)

富山市社会福祉協議会 居宅介護支援富山（休止中） 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

富山市 ((福)富山市社会福祉事業団) 富山市立愛育園 1 児童(児童養護施設)

大久保児童館 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

大沢野児童館 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

五福児童館 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

東部児童館 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

蜷川児童館 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

婦中中央児童館 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

北部児童館 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

星井町児童館 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

水橋児童館 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

山田児童館 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

山室児童館 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

富山市立和光寮 17 母子(母子生活支援施設)

富山市身体障害者 デイサービスセンター 42 障害(地域活動支援センターⅡ型)

富山市立慈光園 43 高齢者(養護老人ホーム)

富山市大山老人福祉センター (やくし荘) 46 高齢者(老人福祉センター)

富山市海岸通老人福祉センター (古志の松籟荘) 46 高齢者(老人福祉センター)

富山市呉羽山老人福祉センター (呉羽山福寿荘) 46 高齢者(老人福祉センター)

富山市南老人福祉センター (南寿荘) 46 高齢者(老人福祉センター)

富山市大山老人福祉センター 生きがい館 46 高齢者(老人福祉施設付設作業所)

富山市海岸通老人福祉センター 付設作業所 46 高齢者(老人福祉施設付設作業所)

富山市立慈光園 第一付設作業所 46 高齢者(老人福祉施設付設作業所)

富山市立慈光園 第二付設作業所 46 高齢者(老人福祉施設付設作業所)

(福)富山市ひかり保育園 幼保連携型認定こども園 ひかり保育園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)富山城南会 幼保連携型認定こども園 光陽もなみ保育園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

幼保連携型認定こども園 城南もなみ学園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

幼保連携型認定こども園 婦中もなみ保育園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

敬寿苑 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

ふるさと敬寿苑 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

ケアハウス城南 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

ケアハウス婦中苑 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

介護老人保健施設 シルバーケア羽根苑 47 高齢者(介護老人保健施設)

婦中西地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

堀川・光陽 地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

柳町・清水町 地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

敬寿苑 ホームヘルパーステーション 53 高齢者(訪問介護)

しみずまち敬寿苑 ホームヘルパーステーション 54 高齢者(訪問介護)

ふるさと敬寿苑 ホームヘルパーステーション 54 高齢者(訪問介護)

ヘルパーステーション にながわ 54 高齢者(訪問介護)

敬寿苑デイサービスセンター 60 高齢者(通所介護)

しみずまち敬寿苑 デイサービスセンター 60 高齢者(通所介護)

デイサービスにながわ 60 高齢者(通所介護)

ふるさと敬寿苑 デイサービスセンター 60 高齢者(通所介護)

介護老人保健施設 シルバーケア羽根苑 66 高齢者(通所リハビリテーション)

ケアサポートにながわ 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

敬寿苑在宅介護支援センター 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

しみずまち敬寿苑 指定居宅介護支援事業所 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

ふるさと敬寿苑 居宅介護支援事業所 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

ユニットケアにながわ 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

ケアコミュニティにながわ 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホームにながわ 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

しみずまち敬寿苑 訪問看護ステーション 100 高齢者(訪問看護ステーション)

(福)富山聖マリア会 幼保連携型認定こども園 富山聖マリア保育園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

特別養護老人ホーム常楽園 24 障害(短期入所)

常楽園 44 高齢者(特別養護老人ホーム)
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(福)富山聖マリア会 常楽園デイサービスセンター 65 高齢者(通所介護)

常楽園サービス 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)とやま虹の会 しらいわ苑 ホームヘルパーセンター 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

しらいわ苑こもれび 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設レインボー 47 高齢者(介護老人保健施設)

水橋南地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

しらいわ苑 ホームヘルパーセンター 54 高齢者(訪問介護)

しらいわ苑 デイサービスセンター 60 高齢者(通所介護)

デイサービスかけはし 60 高齢者(通所介護)

介護老人保健施設レインボー 66 高齢者(通所リハビリテーション)

生活サポートセンター かけはし 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

水橋介護保険相談所 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)富山ふなん会 ふなん苑 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

太田地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

まちなか 地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

デイサービスセンター ふなん苑 60 高齢者(通所介護)

デイサービスまちなか 60 高齢者(通所介護)

居宅介護支援事業所ひかり苑 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

ふなん苑 居宅介護支援事業所 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

特別養護老人ホームひかり苑 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

デイサービスセンターひかり苑 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

小規模多機能型居宅介護 事業所ひかり苑（休止中） 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホームひかり苑 （休止中） 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

(福)富山ＹＭＣＡ福祉会 幼保連携型認定こども園 萩浦保育園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

幼保連携型認定こども園 ふなはしこども園 16 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)中田保育園 幼保連携型認定こども園 中田保育園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)中新川福祉会 指定短期入所事業所（身体・知的障害者）ふなはし荘 24 障害(短期入所)

ふなはし荘 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

ふなはし荘 居宅介護支援事業所 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)滑川市社会福祉協議会 デイサービスあったかホーム 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

滑川市社会福祉協議会 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

滑川市社会福祉協議会 21 障害(行動援護)

デイサービスあったかホーム 27 障害(生活介護)

滑川市社会福祉協議会 ホームヘルパーステーション 56 高齢者(訪問介護)

デイサービスあったかホーム 63 高齢者(通所介護)

滑川市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスたんぽぽ 89 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービスあったかホーム 108 富山型デイサービス

(福)滑川南部福祉会 和光保育園 10 児童(保育所)

(福)南砺市社会福祉協議会 南砺市福野老人福祉センター (さつき荘) 46 高齢者(老人福祉センター)

南砺市福光老人福祉センター (福光温泉) 46 高齢者(老人福祉センター)

南砺市五箇山 ホームヘルプステーション 57 高齢者(訪問介護)

南砺市上平 デイサービスセンター 90 高齢者(地域密着型通所介護)

南砺市平高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰつつじ荘平ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 90 高齢者(地域密着型通所介護)

南砺市利賀高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ(ﾈｲﾄﾋﾟｱ喜楽)利賀ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 90 高齢者(地域密着型通所介護)

南砺市 ((福)南砺市社会福祉協議会) 南砺市城端老人福祉センター (美山荘) 46 高齢者(老人福祉センター)

南砺市平高齢者生活福祉 センター(つつじ荘) 47 高齢者(高齢者生活福祉センター)

南砺市利賀高齢者生活福祉 センター(ﾈｲﾄﾋﾟｱ喜楽) 47 高齢者(高齢者生活福祉センター)

(福)南部保育園 南部保育園 8 児童(保育所)

(福)にいかわ苑 ライフ 24 障害(短期入所)

ハートフィールドみんなの樹 28 障害(生活介護)

ハートフィールドえるふ 30 障害(自立訓練(生活訓練))

ハートフィールドゆゆの杜 31 障害(就労移行支援)

サンフィールドA（エース） 33 障害(就労継続支援A型)

シェアフィールドひまわり 35 障害(就労継続支援B型)

ワークフィールドすずらん 36 障害(就労継続支援B型)

サンフィールドこすもす 36 障害(就労継続支援B型)

富山型共生グループホーム ライフ（事務局） 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))
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(福)にいかわ苑 指定特定相談事業所スマイル 40 障害(相談支援事業所)

富山型共生デイサービス双葉 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

富山型共生の里 あさひディサービスまめなけ 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

富山型共生グループホーム 双葉 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

富山型共生グループホーム翼 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

富山型共生の里 あさひグループホーム大樹 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

(福)新川会 新川会グループホーム 24 障害(短期入所)

四ツ葉園 24 障害(短期入所)

つつじ苑 27 障害(生活介護)

さつき苑 28 障害(生活介護)

四ツ葉園 28 障害(生活介護)

雷鳥苑 28 障害(生活介護)

四ツ葉園 29 障害(施設入所支援)

つつじ苑 35 障害(就労継続支援B型)

工房よつば 36 障害(就労継続支援B型)

さつき苑 36 障害(就労継続支援B型)

雷鳥苑 36 障害(就労継続支援B型)

新川会グループホーム 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

新川会地域生活相談室 40 障害(相談支援事業所)

(福)新川児童福祉会 大布施保育所 10 児童(保育所)

かづみ認定こども園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)新川むつみ園 坊丸の家 23 障害(短期入所)

石田の家短期入所 23 障害(短期入所)

青野の家 24 障害(短期入所)

新川むつみ園短期入所事業 24 障害(短期入所)

坊丸の郷 27 障害(生活介護)

障害者支援施設 新川むつみ園 28 障害(生活介護)

新川むつみ園 地域生活支援センター 28 障害(生活介護)

障害者支援施設 新川むつみ園 29 障害(施設入所支援)

新川むつみ園 地域生活支援センター 30 障害(自立訓練(生活訓練))

新川むつみ園 地域生活支援センター 36 障害(就労継続支援B型)

坊丸 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

坊丸の家 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

石田の家 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

青野の家 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

新川むつみ園 地域生活相談室 40 障害(相談支援事業所)

(福)新川老人福祉会 新川ヴィーラ訪問介護事業所 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

新川ヴィーラショートステイ 23 障害(短期入所)

新川ヴィーラ 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

新川ハイツ 45 高齢者(軽費老人ホーム(Ａ型))

魚津ハウス 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

さくらヘルパーステーション 54 高齢者(訪問介護)

新川ヴィーラ訪問介護事業所 56 高齢者(訪問介護)

魚津市訪問入浴介護事業所 58 高齢者(訪問入浴介護)

魚津市西部 デイサービスセンター 62 高齢者(通所介護)

新川ヴィーラ デイサービスセンター 62 高齢者(通所介護)

魚津市在宅介護支援センター 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

片貝ヴィーラ 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

水橋デイサービスセンター 87 高齢者(地域密着型通所介護)

片貝デイサービスセンター 89 高齢者(地域密着型通所介護)

経田デイサービスセンター 89 高齢者(地域密着型通所介護)

住吉デイサービスセンター 89 高齢者(地域密着型通所介護)

小規模多機能居宅介護 事業所小津の里 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

しんきろうハウス 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

魚津訪問看護ステーション 100 高齢者(訪問看護ステーション)

介護あんしんアパート さくらハウス（休止中） 102 高齢者(有料老人ホーム)

魚津チューリップ苑 103 高齢者(有料老人ホーム)

魚津チューリップ苑2号館 103 高齢者(有料老人ホーム)
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(福)新川老人福祉会 小津の里 103 高齢者(有料老人ホーム)

さくらハウス2号館 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

(福)西本願寺高岡福祉会 さくら保育園 9 児童(保育所)

(福)入善町社会福祉協議会 入善町社会福祉協議会 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

入善町社会福祉協議会 訪問介護ほほえみ 58 高齢者(訪問介護)

入善町社会福祉協議会 居宅介護支援事業所ほほえみ 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)能町児童福祉会 すみれ保育園 9 児童(保育所)

(福)のぞみ保育園 幼保連携型認定こども園 のぞみ保育園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)野の草会 幼保連携型認定こども園 南大町こども園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

こもれびの里行動援護事業所 21 障害(行動援護)

こもれびの里 23 障害(短期入所)

こもれび作業所 27 障害(生活介護)

こもれびの里 27 障害(生活介護)

こもれびの里 28 障害(施設入所支援)

「こもれび作業所」 就労継続支援Ｂ型事業所 35 障害(就労継続支援B型)

欅 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

檜 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

こもれびの里 相談支援センター 40 障害(相談支援事業所)

地域活動支援センター楓 42 障害(地域活動支援センターⅡ型)

(福)白皇山保護園 救護施設八尾園 17 生活保護(救護施設)

野積園 23 障害(短期入所)

秋桜の里 25 障害(生活介護)

つばさの郷 25 障害(生活介護)

野積園 25 障害(生活介護)

ひまわりの郷 26 障害(生活介護)

野積園 28 障害(施設入所支援)

つばさの郷 34 障害(就労継続支援B型)

ひまわりの郷 34 障害(就労継続支援B型)

ふれんどりーハウス 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

相談支援センターみらい 39 障害(相談支援事業所)

(福)白寿会 ほのぼの苑 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

デイサービスセンター ほのぼの苑 63 高齢者(通所介護)

ほのぼの苑 居宅介護支援事業所 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスセンター ほのぼの苑(休止中) 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

(福)浜加積保育園 浜加積保育園 10 児童(保育所)

(福)はまなす厚生会 はまなす苑氷見指定訪問介護事業所 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

はまなす苑氷見短期入所生活介護事業所 23 障害(短期入所)

はまなす苑氷見 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

はまなす苑氷見 在宅介護支援センター 51 高齢者(在宅介護支援センター)

はまなす苑氷見 指定居宅訪問介護事業所 56 高齢者(訪問介護)

はまなす苑氷見 デイサービスセンター 63 高齢者(通所介護)

はまなす苑氷見 居宅介護支援事業所 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

有料老人ホームいちえ 103 高齢者(有料老人ホーム)

(福)早川福祉会 のむら藤園苑 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

藤園苑 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

野村地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

牧野地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

ヘルパーステーション のむら藤園苑 56 高齢者(訪問介護)

ヘルパーステーション藤園苑 56 高齢者(訪問介護)

デイサービスセンター のむら藤園苑 62 高齢者(通所介護)

デイサービスセンター藤園苑 62 高齢者(通所介護)

居宅介護支援センター かがやきの郷牧野 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

のむら藤園苑 在宅介護支援センター 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

藤園苑居宅介護支援事業所 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

認知症対応型デイサービス センターのむら藤園苑 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

藤園苑デイサービスセンター ひびき 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

リハビリティ藤園苑一歩一歩 89 高齢者(地域密着型通所介護)

藤園苑グループホームひびき 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)
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(福)速川福祉協会 速川児童館 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

速川保育園 9 児童(保育所)

(福)般若野保育園 認定こども園般若野保育園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)ひいらぎ会 すずらん 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

すずらん デイサービスセンター 65 高齢者(通所介護)

すずらん介護支援センター 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)東般若保育園 東般若保育園 11 児童(保育所)

(福)東山福祉会 幼保連携型認定こども園 東山保育園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)氷見市社会福祉協議会 氷見市障害者福祉センター 我家 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

氷見市社会福祉協議会 こども館きらら 16 児童(地域型保育事業・事業所内）

氷見市社会福祉協議会 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

氷見市社会福祉協議会 21 障害(行動援護)

氷見市社会福祉協議会 22 障害(同行援護)

氷見市障害者福祉センター 我家 27 障害(生活介護)

氷見市障害者福祉センター 我家 29 障害(自立訓練(機能訓練))

氷見市障害者福祉センター 我家 30 障害(自立訓練(生活訓練))

氷見市障害者福祉センター 我家 40 障害(相談支援事業所)

氷見市老人福祉センター (寿養荘) 46 高齢者(老人福祉センター)

氷見市社会福祉協議会 56 高齢者(訪問介護)

氷見市社会福祉協議会 58 高齢者(訪問入浴介護)

氷見市社会福祉協議会 70 高齢者(福祉用具貸与)

氷見市社協介護計画センター 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

氷見市社会福祉協議会 89 高齢者(地域密着型通所介護)

氷見市障害者福祉センター我家 89 高齢者(地域密着型通所介護)

高齢者生活支援施設 ひみサンテ 103 高齢者(有料老人ホーム)

氷見市 ((福)氷見市社会福祉協議会） 氷見市児童館 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

氷見市老人休養ホーム 寿養荘 47 高齢者(老人休養ホーム)

(福)ひみ福祉会 すわ苑 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

つまま園 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

つまま園 在宅介護支援センター 51 高齢者(在宅介護支援センター)

つまま園 デイサービスセンター 63 高齢者(通所介護)

すわ苑介護計画センター 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

つまま園介護計画センター 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

あいの手ケアセンター 99 高齢者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

(福)フォーレスト八尾会 おわらの里 34 障害(就労継続支援B型)

グループホーム風来里 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

(福)福梅会 ほたるの里 47 高齢者(高齢者生活福祉センター)

デイサービスほたるの里 63 高齢者(通所介護)

ほたるの里 介護支援ステーション 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

ほたるの里 「アルプス ラ・ガーレ」 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

グループホームほたるの里 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

デイサービスほたるの里 108 富山型デイサービス

(福)福岡福祉会 アルテン赤丸 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

福岡地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

アルテン赤丸 デイサービスセンター 62 高齢者(通所介護)

アルテン赤丸 居宅介護支援事業所 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)福寿会 旅川ホームヘルプ サービス事業所 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ふく満ホームヘルプサービス 事業所 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ふく満ホームヘルプサービス 事業所 22 障害(同行援護)

特別養護老人ホームいなみ 23 障害(短期入所)

特別養護老人ホーム福寿園 23 障害(短期入所)

いなみ 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

きらら 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

福寿園 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

やすらぎ荘 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

きらら在宅介護支援センター 51 高齢者(在宅介護支援センター)

旅川在宅介護支援センター 51 高齢者(在宅介護支援センター)

ふく満在宅介護支援センター 51 高齢者(在宅介護支援センター)
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(福)福寿会 やすらぎ荘 在宅介護支援センター 51 高齢者(在宅介護支援センター)

旅川ホーム ヘルプサービス事業所 57 高齢者(訪問介護)

ふく満 ホームヘルプサービス事業所 57 高齢者(訪問介護)

ふく満訪問入浴介護事業所 58 高齢者(訪問入浴介護)

きららデイサービスセンター 64 高齢者(通所介護)

旅川デイサービスセンター 64 高齢者(通所介護)

デイサービスセンターいなみ 64 高齢者(通所介護)

井口デイサービスセンター 64 高齢者(通所介護)

福野デイサービスセンター 64 高齢者(通所介護)

ふく満デイサービスセンター 64 高齢者(通所介護)

やすらぎ荘 デイサービスセンター 64 高齢者(通所介護)

旅川福祉用具貸与事業所 70 高齢者(福祉用具貸与)

いなみ居宅介護支援事業所 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

きらら居宅介護支援事業所 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

旅川居宅介護支援事業所 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

ふく満居宅介護支援事業所 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

やすらぎ荘 居宅介護支援事業所 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

特別養護老人ホーム やすらぎ荘 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

やすらぎ荘 デイサービスセンター 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

福寿会南部定期巡回センター 99 高齢者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

福寿会北部定期巡回センター 99 高齢者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

(福)福鳳会 鳳鳴苑 ホームヘルパーステーション 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

鳳鳴苑 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

木津・福田・佐野・二塚 地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

鳳鳴苑 ホームヘルパーステーション 56 高齢者(訪問介護)

高志の郷 デイサービスセンター 62 高齢者(通所介護)

鳳鳴苑デイサービスセンター 62 高齢者(通所介護)

鳳鳴苑在宅介護支援センター 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

鳳鳴苑デイサービスセンター えがお 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

高志の郷 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

(福)伏木会 ふしき苑 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

伏木万葉の里 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

伏木・太田 地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

ふしき苑ヘルパーステーション 56 高齢者(訪問介護)

ふしき苑 デイサービスセンター 62 高齢者(通所介護)

ふしき苑 在宅介護支援センター 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスセンター 如意の里 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

ケアホーム如意の里 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホーム如意の里 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

(福)伏木保育園 伏木保育園 9 児童(保育所)

(福)双葉保育園 幼保連携型認定こども園 ふたばこども園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)舟橋村社会福祉協議会 舟橋村地域包括支援センター 51 高齢者(地域包括支援センター)

舟橋村ホームヘルパーステーション 57 高齢者(訪問介護)

(福)舟見寿楽苑 舟見寿楽苑 45 高齢者(特別養護老人ホーム)

舟見寿楽苑 在宅介護支援センター 52 高齢者(在宅介護支援センター)

舟見寿楽苑 デイサービスセンター 65 高齢者(通所介護)

舟見寿楽苑 在宅介護支援センター 83 高齢者(居宅介護支援事業所)

地域密着型特別養護 老人ホーム喜楽苑 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

地域密着型特別養護 老人ホームひばり野苑 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

(福)フレンドリー会 フレンドリーハウス 34 障害(就労継続支援B型)

フレンドリーホーム 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

フレンドリー相談支援センター 39 障害(相談支援事業所)

(福)鳳凰児童福祉会 高岡保育園 9 児童(保育所)

(福)堀川南会 ソレイユ 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

ソレイユデイサービスセンター 61 高齢者(通所介護)

ソレイユ居宅介護支援事業所 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)本江児童福祉会 幼保連携型認定こども園 ほんごうこども園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)マーシ園 マーシ園 ヘルパーステーション 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)
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(福)マーシ園 マーシ園 ヘルパーステーション 22 障害(同行援護)

マーシ園木の香 短期入所事業所 24 障害(短期入所)

マーシ園木の香 27 障害(生活介護)

マーシ園八乙女 27 障害(生活介護)

マーシ園木の香 29 障害(施設入所支援)

マーシ園八乙女 29 障害(施設入所支援)

マーシ園すてっぷ 31 障害(就労移行支援)

なんと共同作業所 36 障害(就労継続支援B型)

マーシ園すてっぷ 36 障害(就労継続支援B型)

マーシ園グループホーム 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

相談支援センターあい 40 障害(相談支援事業所)

特定相談支援事業所木の香 40 障害(相談支援事業所)

特定相談支援事業所八乙女 40 障害(相談支援事業所)

ピアサポートあい 41 障害(地域活動支援センターⅠ型)

(福)マヤ児童福祉会 アソカナーサリー 9 児童(保育所)

マヤ保育園 (保育所型認定こども園) 9 児童(保育所)

(福)萬葉の杜福祉会 ケアハウス万葉の杜 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

万葉居宅介護支援事業所 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

朝日山ケアセンター 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

(福)みつば福祉会 認定こども園みつば保育園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)三ツ和福祉会 童和保育園 10 児童(保育所)

(福)みとし会 すみれ苑 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

大広田・浜黒崎 地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

すみれ苑ヘルパーセンター 54 高齢者(訪問介護)

すみれ苑 デイサービスセンター 61 高齢者(通所介護)

すみれ苑 居宅介護支援事業所 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

(福)むつみの里 であい工房 36 障害(就労継続支援B型)

グループホーム正印 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

地域生活支援センター自然房 40 障害(相談支援事業所)

自然房 41 障害(地域活動支援センターⅠ型)

(福)めぐみ福祉会 認定こども園 おおひろたこども園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

認定こども園 ひろたこども園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

認定こども園 めぐみこども園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)めひの野園 うさか寮 23 障害(短期入所)

うさか寮 26 障害(生活介護)

生活介護事業所 ウォーム・ワークやぶなみ 26 障害(生活介護)

うさか寮 28 障害(施設入所支援)

就労移行支援事業所 作業センターふじなみ 31 障害(就労移行支援)

やねのうえのガチョウ 31 障害(就労移行支援)

就労継続支援Ｂ型事業所 作業センターふじなみ 34 障害(就労継続支援B型)

就労継続支援Ｂ型事業所 ウォーム・ワークやぶなみ 34 障害(就労継続支援B型)

やねのうえのガチョウ 34 障害(就労継続支援B型)

梨の木苑 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

めひの自閉症 地域生活支援センター 39 障害(相談支援事業所)

(福)萌黄福祉会 やまむろこども園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)陽光福祉会 くれは苑 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

老人デイサービスセンター くれは苑 61 高齢者(通所介護)

老人居宅介護支援センター くれは苑 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

小規模特別養護老人ホーム くれは陽光苑 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

認知症対応型デイサービス くれは陽光苑 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

小規模多機能型くれは陽光苑 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

認知症対応型グループホーム くれは陽光苑 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

(福)四方福祉会 幼保連携型認定こども園 四方こども園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)吉久ひなどり福祉協会 吉久ひなどり保育園 9 児童(保育所)

(福)ラッコハウス 生活介護施設ラッコハウス 26 障害(生活介護)

(福)梨雲福祉会 梨雲苑 43 高齢者(特別養護老人ホーム)
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(福)梨雲福祉会 梨雲苑ゆうゆう 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

呉羽地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

梨雲苑 ヘルパーセンター 55 高齢者(訪問介護)

梨雲苑デイサービスセンター 61 高齢者(通所介護)

梨雲苑ゆうゆう デイサービスセンター 61 高齢者(通所介護)

さいさい居宅介護支援事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

梨雲苑 指定居宅介護支援事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

梨雲苑ゆうゆう 指定居宅介護支援事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

梨雲苑デイ・サービスセンター 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

でいさーびすさいさい 88 高齢者(地域密着型通所介護)

(福)緑寿会 越之湖 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

越野荘 44 高齢者(特別養護老人ホーム)

越之湖デイサービスセンター 63 高齢者(通所介護)

越野荘デイサービスセンター 63 高齢者(通所介護)

越路さくら 在宅介護支援センター 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

越之湖在宅介護支援センター 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

地域密着型特別養護 老人ホーム越路さくら 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

地域密着型特別養護 老人ホーム越野荘 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

越路さくら認知症対応型 デイサービスセンター 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

(福)ルンビニ園 ルンビニ園 1 児童(児童養護施設)

(福)黎明の郷 障害福祉サービス事業所 トライ工房 30 障害(自立訓練(生活訓練))

障害福祉サービス事業所 トライ工房 36 障害(就労継続支援B型)

地域活動支援センター ひまわり 40 障害(相談支援事業所)

ひまわり 41 障害(地域活動支援センターⅠ型)

(福)ＹＧ イエローガーデン石動 83 高齢者(地域密着型特別養護老人ホーム)

イエローガーデン石動 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

(福)わかくさ福祉会 幼保連携型認定こども園 ささくら保育園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

幼保連携型認定こども園 新庄さくら保育園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

幼保連携型認定こども園 じんぼ保育園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

幼保連携型認定こども園 わかくさ保育園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

富山市 （(福)わかくさ福祉会） 神保児童館 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

(福)若杉児童福祉会 若杉愛児保育園 12 児童(保育所)

認定宮川こども園 16 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)わかば福祉会 石金こども園 8 児童(保育所)

幼保連携型認定こども園 しんでん保育園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

幼保連携型認定こども園 はりはら保育園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

幼保連携型認定こども園 わかば保育園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

わかばにこにこ園 16 児童(地域型保育事業・小規模）

㈱ホクタテ ((福)わかば福祉会) きぼう保育園 16 児童(地域型保育事業・事業所内）

(福)若葉福祉会 若葉保育園 9 児童(保育所)

(福)和敬会 幼保連携型認定こども園 ピノキオナースリースクール 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(福)和合福祉会 ヘルパーステーション和合 （休止中） 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

和合ハイツ 43 高齢者(特別養護老人ホーム)

和合地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

ヘルパーステーション和合 55 高齢者(訪問介護)

和合ハイツ デイサービスセンター 61 高齢者(通所介護)

和合ハイツ 居宅介護支援事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

サービス付き高齢者向け住宅 リバブル和合 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

(福)和田保育園 和田保育園 9 児童(保育所)

砺波広域圏事務組合 (福)わらび学園 砺波広域圏わらび学園 1 児童(福祉型児童発達支援センター)

砺波広域圏わらび学園 40 障害(相談支援事業所)
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法人名 施設・事業所名 頁 区分

(医財)恵仁会 青葉の里 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

介護老人保健施設 ケアホーム陽風の里 48 高齢者(介護老人保健施設)

訪問介護ステーション アンサンブルたてやま 58 高齢者(訪問介護)

藤木病院 67 高齢者(通所リハビリテーション)

立山居宅介護支援事業所 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

プレシャスケアたてやま 106 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

(医財)五省会 介護老人保健施設みどり苑 47 高齢者(介護老人保健施設)

介護老人保健施設みどり苑 66 高齢者(通所リハビリテーション)

西能みなみ病院 66 高齢者(通所リハビリテーション)

西能病院 69 高齢者(福祉用具貸与)

五省会居宅介護支援事業所 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医財)博仁会 (医財)博仁会横田病院 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医財)北聖会 花いちご ヘルパーステーション 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

花いちご ヘルパーステーション 21 障害(同行援護)

北聖会相談支援事業所 39 障害(相談支援事業所)

花いちご ヘルパーステーション 41 障害(移動支援)

花いちご ヘルパーステーション 54 高齢者(訪問介護)

花いちごデイサービス 61 高齢者(通所介護)

北聖会居宅介護支援センター 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

花いちごデイサービス 107 富山型デイサービス

(医社)アスカ 老人保健施設 エルダーヴィラ氷見 48 高齢者(介護老人保健施設)

エルダーヴィラ氷見 在宅介護支援センター 51 高齢者(在宅介護支援センター)

さっさきテルマエ デイサービスセンター 63 高齢者(通所介護)

老人保健施設 エルダーヴィラ氷見 67 高齢者(通所リハビリテーション)

エルダーヴィラ氷見 居宅介護支援事業所 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)あずさ会 大町就労支援センター 30 障害(自立訓練(生活訓練))

京町就労支援センター 32 障害(就労継続支援A型)

大町就労支援センター 35 障害(就労継続支援B型)

ふるさとホーム 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

ふきのとう相談支援事業部 39 障害(相談支援事業所)

地域活動支援センター ふきのとう 42 障害(地域活動支援センターⅢ型)

(医社)アルペン会 アルペン室谷クリニック 訪問介護ステーション 52 高齢者(訪問介護)

通所リハビリテーション あいの風 65 高齢者(通所リハビリテーション)

通所リハビリテーション きたまえ 65 高齢者(通所リハビリテーション)

アルペン室谷クリニック 居宅介護支援事業所 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

アルペン室谷クリニック 訪問看護ステーション 99 高齢者(訪問看護ステーション)

アルペンリハビリ訪問看護ステーションいみず 101 高齢者(訪問看護ステーション)

(医社)いずみ会 老人保健施設 シルバーケア栗山 47 高齢者(介護老人保健施設)

温泉リハビリテーション病院 いま泉病院介護医療院 49 高齢者(介護医療院)

新保・熊野 地域包括支援センター 49 高齢者(地域包括支援センター)

温泉リハビリテーション いま泉病院介護医療院 65 高齢者(通所リハビリテーション)

老人保健施設 シルバーケア栗山 66 高齢者(通所リハビリテーション)

いま泉居宅介護支援事業所 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

シルバーケア栗山 在宅介護支援センター 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

グループホームいずみの家 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

(医社)市野瀬和田内科医院 市野瀬和田内科医院 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

市野瀬和田内科医院 88 高齢者(地域密着型通所介護)

緑彩館 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

(医社)一志会 池田リハビリテーション病院 介護医療院 49 高齢者(介護医療院)

通所介護事業所さくら 63 高齢者(通所介護)

池田リハビリテーション病院 67 高齢者(通所リハビリテーション)

(医社)一志会 池田リハビリテーション病院 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

認知症対応型 通所介護事業所わかば 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

(医社)桜仁会 さくらホーム 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

(医社)樫の木会 大島くるみ病院 49 高齢者(介護療養型医療施設)

くるみ介護センター 67 高齢者(通所リハビリテーション)

くるみショートケア 68 高齢者(短期入所生活介護)
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(医社)樫の木会 くるみ介護センター 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)川岸会 万葉病院 48 高齢者(介護療養型医療施設)

万葉病院 66 高齢者(通所リハビリテーション)

万葉病院 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)基伸会 栗山病院 48 高齢者(介護療養型医療施設)

栗山病院 66 高齢者(通所リハビリテーション)

栗山病院介護支援センター 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)喜生会 介護老人保健施設サンセリテ 48 高齢者(介護老人保健施設)

介護老人保健施設サンセリテ 67 高齢者(通所リハビリテーション)

サンセリテ 居宅介護支援事業所 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

グループホームぬくもり 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

(医社)丘生会 介護老人保健施設 西町セントラル・ヴィレー 47 高齢者(介護老人保健施設)

デイサービスセンター ほほえみ 59 高齢者(通所介護)

老人保健施設 西町セントラル・ヴィレー 66 高齢者(通所リハビリテーション)

(医社)桑山会 介護老人保健施設長寿苑 47 高齢者(介護老人保健施設)

丹保病院 48 高齢者(介護療養型医療施設)

高岡老人保健施設長寿苑 66 高齢者(通所リハビリテーション)

長寿苑居宅介護支援事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスふれあい長寿苑 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

(医社)薫風会 太田病院 49 高齢者(介護療養型医療施設)

花かごデイサービス 64 高齢者(通所介護)

太田病院 居宅介護支援事業所 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)啓愛会 啓愛会 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

介護老人保健施設 ゆうゆうハウス 48 高齢者(介護老人保健施設)

介護老人保健施設 ゆうゆうハウス 67 高齢者(通所リハビリテーション)

ゆうゆうハウス 居宅介護支援事業所 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

はっちょうとんぼデイサービス 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

グループホーム はっちょうとんぼ 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

(医社)恵成会 ケアハウスめぐみ 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

介護老人保健施設 富山リハビリテーションホーム 47 高齢者(介護老人保健施設)

富山リハビリホーム ヘルプサービス事業所 52 高齢者(訪問介護)

介護老人保健施設 富山リハビリテーションホーム 66 高齢者(通所リハビリテーション)

桝谷整形外科デイケア 66 高齢者(通所リハビリテーション)

富山リハビリ 居宅介護支援事業所 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)恵成会 デイサービスめぐみ 86 高齢者(地域密着型通所介護)

(医社)恵成会 ふれあいホームめぐみ 91 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホームめぐみ 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

有料老人ホームめぐみ 102 高齢者(有料老人ホーム)

(医社)継和会 介護老人保健施設豊佳苑 47 高齢者(介護老人保健施設)

萩野病院 48 高齢者(介護療養型医療施設)

介護老人保健施設豊佳苑 66 高齢者(通所リハビリテーション)

豊佳苑居宅介護支援センター 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)健心会 坂東病院 58 高齢者(訪問介護)

(医社)昂尚会 グループホーム戸出リスペクト 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

(医社)弘仁会魚津緑ヶ丘病院 グループホームみどり 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

(医社)高陵クリニック 高陵クリニック在宅介護 総合支援センターまいけ 62 高齢者(通所介護)

高陵クリニック 68 高齢者(短期入所療養介護)

訪問看護ステーションまいけ 100 高齢者(訪問看護ステーション)

(医社)功連会 グループホーム「フレンズ」 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

(医社)秋桜 丸川病院 67 高齢者(通所リハビリテーション)

(医社)佐伯メディカルグループ 佐伯病院 48 高齢者(介護療養型医療施設)

佐伯病院 66 高齢者(通所リハビリテーション)

佐伯病院 居宅介護支援事業所 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)三医会 介護老人保健施設みわ苑 47 高齢者(介護老人保健施設)

三輪病院 48 高齢者(介護療養型医療施設)

となみ三輪病院 49 高齢者(介護療養型医療施設)

介護老人保健施設みわ苑 66 高齢者(通所リハビリテーション)

となみ三輪病院 67 高齢者(通所リハビリテーション)
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(医社)三医会 みわ苑居宅介護支援事業所 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

となみ三輪病院 居宅介護支援事業所 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

グループホーム庄の里 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

(医社)志貴野会 老人保健施設さくら苑 47 高齢者(介護老人保健施設)

老人保健施設 しきのケアセンター 47 高齢者(介護老人保健施設)

サンバリー福岡病院 48 高齢者(介護療養型医療施設)

老人保健施設さくら苑 66 高齢者(通所リハビリテーション)

老人保健施設 しきのケアセンター 66 高齢者(通所リハビリテーション)

老人保健施設さくら苑 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)紫水会 あじさいハウス 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

(医社)七徳会 魚津老人保健施設 47 高齢者(介護老人保健施設)

魚津病院 49 高齢者(介護療養型医療施設)

ぬくもり訪問介護事業所 56 高齢者(訪問介護)

魚津老人保健施設 67 高齢者(通所リハビリテーション)

魚津老健 ふれあい支援事業所 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

魚津病院吉島デイサービス 89 高齢者(地域密着型通所介護)

ぬくもりハウス 103 高齢者(有料老人ホーム)

ぬくもりハウス3号館 103 高齢者(有料老人ホーム)

ぬくもりハウス2号館 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

(医社)重仁 佐々木病院 (医社)重仁 フィールド・ラベンダー 31 障害(就労移行支援)

(医社)重仁 フィールド・ラベンダー 34 障害(就労継続支援B型)

(医社)重仁 フィールド・ラベンダー 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

フィールド・ラベンダー 39 障害(相談支援事業所)

フィールド・ラベンダー 41 障害(地域活動支援センターⅠ型)

(医社)秀林会 吉見病院 吉見病院 49 高齢者(介護療養型医療施設)

(医社)修和会 介護老人保健施設 葵の園・なんと 48 高齢者(介護老人保健施設)

介護老人保健施設 葵の園・なんと 67 高齢者(通所リハビリテーション)

なんと居宅介護支援事業所 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

グループホーム 葵の園・かいにょ 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

(医社)寿恵会 つざわ津田病院 49 高齢者(介護療養型医療施設)

(医社)寿山会 老人保健施設あかり苑 48 高齢者(介護老人保健施設)

介護療養型老人保健施設 福光あおい 48 高齢者(介護老人保健施設)

あおい病院 49 高齢者(介護療養型医療施設)

老人保健施設あかり苑 67 高齢者(通所リハビリテーション)

あかり苑 居宅介護支援センター 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

グループホームすまいる 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホーム 福光ほほえみの家 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

(医社)城南会 介護老人保健施設 シルバーケア今泉 47 高齢者(介護老人保健施設)

介護老人保健施設 シルバーケア城南 47 高齢者(介護老人保健施設)

富山城南温泉第二病院 48 高齢者(介護療養型医療施設)

富山城南温泉病院 48 高齢者(介護療養型医療施設)

城南温泉デイサービス 59 高齢者(通所介護)

介護老人保健施設 シルバーケア今泉 66 高齢者(通所リハビリテーション)

介護老人保健施設 シルバーケア城南 66 高齢者(通所リハビリテーション)

城南居宅介護支援事業所 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

シルバーケア今泉 居宅介護支援事業所 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

グループホーム城南 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

(医社)松風会 グリーン・フォンターナー 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

(医社)紫蘭会 光ヶ丘病院 23 障害(短期入所)

光ヶ丘ホーム 23 障害(短期入所)

ケアハウスおおぞら 45 高齢者(軽費老人ホーム(ケアハウス))

介護老人保健施設おおぞら 47 高齢者(介護老人保健施設)

介護医療院光ヶ丘 49 高齢者(介護医療院)

高陵・下関 地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

紫蘭会ヘルパーステーション 55 高齢者(訪問介護)

介護老人保健施設おおぞら 66 高齢者(通所リハビリテーション)

デイケア光ヶ丘 66 高齢者(通所リハビリテーション)

光ヶ丘ホーム 68 高齢者(短期入所生活介護)
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(医社)紫蘭会 おおぞら 在宅介護支援センター 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

光ヶ丘ケアセンター 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

ひかり一番町(休止中) 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホームおおぞら （休止中） 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

訪問看護ステーション ほのぼの 100 高齢者(訪問看護ステーション)

有料老人ホームおおぞら 102 高齢者(有料老人ホーム)

(医社)仁敬会 坂本記念病院 49 高齢者(介護療養型医療施設)

坂本記念病院 デイサービスひだまり 91 高齢者(地域密着型通所介護)

(医社)真生会 真生会 訪問看護ステーションこころ 101 高齢者(訪問看護ステーション)

セカンドホームほのか 103 高齢者(有料老人ホーム)

(医社)仁清会 のぞみ 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

(医社)尽誠会 介護療養型老人保健施設 尽誠会 47 高齢者(介護老人保健施設)

(医社)信和会 障害者社会復帰センターあゆみの郷（りんごの家） 23 障害(短期入所)

ワークサポートあゆみ 31 障害(就労移行支援)

ワークサポートあゆみ 35 障害(就労継続支援B型)

障害者社会復帰センター あゆみの郷 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))
障害者社会復帰センター
あゆみの郷サポート新川

40 障害(相談支援事業所)

サポート新川 41 障害(地域活動支援センターⅠ型)

(医社)親和会 老人保健施設チューリップ苑 47 高齢者(介護老人保健施設)

東部・山室 地域包括支援センター 49 高齢者(地域包括支援センター)

チューリップ苑 ヘルパーステーション 53 高齢者(訪問介護)

富山西デイサービス 60 高齢者(通所介護)

富山西リハビリテーション病院 66 高齢者(通所リハビリテーション)

老人保健施設 チューリップ苑 66 高齢者(通所リハビリテーション)

富山西ショートステイ 68 高齢者(短期入所生活介護)

チューリップ苑 在宅介護支援センター 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービス　チューリップ 87 高齢者(地域密着型通所介護)

メゾンラサンテ 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

(医社)すまいる おれんじ 訪問看護ステーション 100 高齢者(訪問看護ステーション)

(医社)正啓会 介護老人保健施設 仁泉メディケア 47 高齢者(介護老人保健施設)

介護医療院　成和 49 高齢者(介護医療院)

ヘルパーステーション針原 53 高齢者(訪問介護)

介護老人保健施設 仁泉メディケア 66 高齢者(通所リハビリテーション)

仁泉居宅介護支援センター 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

なかまち居宅介護支援 センター 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイハウスなかまち 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

針原デイサービス 87 高齢者(地域密着型通所介護)

なかまちの家 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホームなかまち 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

(医社)清幸会 奥田地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

清幸会島田病院 66 高齢者(通所リハビリテーション)

奥田地区 居宅介護支援事業所 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)誠心会 老人保健施設白雲荘 47 高齢者(介護老人保健施設)

老人保健施設白雲荘 66 高齢者(通所リハビリテーション)

(医社)誠林会 介護老人保健施設やすらぎ 47 高齢者(介護老人保健施設)

横田・西条・成美 地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

介護老人保健施設やすらぎ 67 高齢者(通所リハビリテーション)

やすらぎ 在宅介護支援センター 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)正和会 介護老人保健施設きぼう 47 高齢者(介護老人保健施設)

介護老人保健施設きぼう 67 高齢者(通所リハビリテーション)

きぼう居宅介護支援センター 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)双星会 大沢野老人保健施設 かがやき 47 高齢者(介護老人保健施設)

大久保船峅 地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

ヘルパーステーション ケアーズおおさわの 53 高齢者(訪問介護)

デイサービスセンターおおくぼ 60 高齢者(通所介護)

大沢野老人保健施設 かがやき 66 高齢者(通所リハビリテーション)

リハビリセンターあんじゅーる 66 高齢者(通所リハビリテーション)

大沢野クリニック 居宅介護支援センター 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

－ 145 －



法人名 施設・事業所名 頁 区分

(医社)双星会 デイサービスハッピー大久保 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

ケアセンターやまびこ 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

小規模多機能型居宅介護 ケアセンターおおくぼ 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホームつばさ 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

訪問看護ステーション さわやか 100 高齢者(訪問看護ステーション)

(医社)月岡 介護老人保健施設 アメニティ月岡 47 高齢者(介護老人保健施設)

介護老人保健施設 アメニティ月岡 66 高齢者(通所リハビリテーション)

月岡居宅介護支援事業所 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)藤聖会 八尾老人保健施設 風の庭 47 高齢者(介護老人保健施設)

上市老人保健施設 つるぎの庭 48 高齢者(介護老人保健施設)

入善老人保健施設 こぶしの庭 48 高齢者(介護老人保健施設)

訪問介護ステーションつるぎ 58 高齢者(訪問介護)

富山西総合病院 66 高齢者(通所リハビリテーション)

八尾総合病院 66 高齢者(通所リハビリテーション)

八尾老人保健施設 風の庭 66 高齢者(通所リハビリテーション)

上市老人保健施設 つるぎの庭 67 高齢者(通所リハビリテーション)

入善老人保健施設 こぶしの庭 67 高齢者(通所リハビリテーション)

富山西居宅介護支援事業所 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

八尾居宅介護支援事業所 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

上市老人保健施設つるぎの庭 居宅介護支援事業所 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

入善老人保健施設こぶしの庭 居宅介護支援事業所 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

訪問看護ステーション まめなけ 100 高齢者(訪問看護ステーション)

訪問看護ステーションつるぎ （休止中） 101 高齢者(訪問看護ステーション)

アルプスガーデンつるぎ 106 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

(医社)東方会 おおやま病院 48 高齢者(介護療養型医療施設)

おおやま 居宅介護支援センター 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)藤和会 砺波サンシャイン病院 49 高齢者(介護療養型医療施設)

斉藤外科小児科クリニック 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)ときわ会 グループホーム「かがやき」 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

グループホーム「つくしん坊」 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

常願寺地域生活相談 支援センター 39 障害(相談支援事業所)

(医社)中山会 ヘルパーステーションすみれ 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ナーシングホーム希望のひかり 23 障害(短期入所)

デイサービスきぼう 25 障害(生活介護)

ナーシングホーム希望のひかり 25 障害(生活介護)

よろず相談所 39 障害(相談支援事業所)

ヘルパーステーションすみれ 54 高齢者(訪問介護)

デイサービスきぼう 60 高齢者(通所介護)

居宅介護支援事業所あやめ 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

グループホームきぼう 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

定期巡回サービスセンター すみれ 99 高齢者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

ナーシングホーム希望のひかり 99 高齢者(看護小規模多機能型居宅介護)

訪問看護ステーション 希望のひかり 100 高齢者(訪問看護ステーション)

希望の郷 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

デイサービスきぼう 107 富山型デイサービス

(医社)ナラティブホーム ものがたりホームヘルパー ステーション 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ものがたりホーム ヘルパーステーション 57 高齢者(訪問介護)

ものがたり 居宅介護支援センター 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

ものがたり 訪問看護ステーション 101 高齢者(訪問看護ステーション)

(医社)にしの会 にしの老人保健施設 48 高齢者(介護老人保健施設)

にしの老人保健施設 67 高齢者(通所リハビリテーション)

にしのショートステイ（休止中） 68 高齢者(短期入所生活介護)

おやべリハビリケアプランセンター 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

にしの介護支援事業所 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)萩野医院 八尾北・山田 地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

萩野医院 居宅介護支援センター 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

認知症対応型通所介護 バッハ 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

山田デイサービスセンター 福楽 87 高齢者(地域密着型通所介護)
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(医社)萩野医院 小規模多機能型居宅介護 ピカソ 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホームおわら 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホームやつお 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホームやまだ 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ゲーテ 99 高齢者(看護小規模多機能型居宅介護)

(医社)白雲会 あすなろセンター 34 障害(就労継続支援B型)

あすなろセンター 39 障害(相談支援事業所)

あすなろセンター 41 障害(地域活動支援センターⅠ型)

(医社)長谷川病院 長谷川病院 居宅介護支援事業所(休止中) 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医)深川病院 深川病院 デイサービスセンター 62 高齢者(通所介護)

深川病院 指定居宅介護支援事業所 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)福寿会 新川老人保健施設 48 高齢者(介護老人保健施設)

新川病院介護医療院 49 高齢者(介護医療院)

新川老人保健施設 67 高齢者(通所リハビリテーション)

新川老健居宅支援事業所 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)平成会桜井病院 (医社)平成会桜井病院 67 高齢者(通所リハビリテーション)

(医社)平成会桜井病院 68 高齢者(短期入所療養介護)

(医社)平成会桜井病院 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)ホスピィー 介護療養型老人保健施設 ちょうろく 48 高齢者(介護老人保健施設)

老人保健施設ちょうろく 48 高齢者(介護老人保健施設)

訪問介護ステーション ちょうろく 56 高齢者(訪問介護)

介護療養型老人保健施設 ちょうろく 67 高齢者(通所リハビリテーション)

スコール 67 高齢者(通所リハビリテーション)

老人保健施設ちょうろく 67 高齢者(通所リハビリテーション)

ケアプランニング浦田 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

本江デイサービスちょうろく 89 高齢者(地域密着型通所介護)

経田ちょうろく 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホームちょうろく 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

本江ちょうろくハウス 103 高齢者(有料老人ホーム)

介護あんしんアパート 経田ちょうろく 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

(医社)前川クリニック 前川クリニック 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)翠十字会 富山老人保健施設 47 高齢者(介護老人保健施設)

誠友病院 48 高齢者(介護療養型医療施設)

砺波誠友病院 49 高齢者(介護療養型医療施設)

月岡地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

翠十字会 ホームヘルパーステーション 54 高齢者(訪問介護)

富山老人保健施設 66 高齢者(通所リハビリテーション)

砺波誠友病院 67 高齢者(通所リハビリテーション)

翠十字会 居宅介護支援事業所 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)宮本内科小児科医院 宮本内科小児科医院 デイケアｽﾃｰｼｮﾝかがやき 67 高齢者(通所リハビリテーション)

ガーデンヒルズ本江 103 高齢者(有料老人ホーム)

(医社)明寿会 老人保健施設 アルカディア雨晴 47 高齢者(介護老人保健施設)

老人保健施設 アルカディア氷見 48 高齢者(介護老人保健施設)

ふるさと病院 在宅介護支援センター 51 高齢者(在宅介護支援センター)

老人保健施設 アルカディア雨晴 67 高齢者(通所リハビリテーション)

老人保健施設 アルカディア氷見 67 高齢者(通所リハビリテーション)

ケア・アトホーム 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

ケア・アトホーム氷見 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスアネックス米島 (休止中） 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

あっとほ～む米島 デイサービスセンター 89 高齢者(地域密着型通所介護)

あっとほーむ婦中 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホーム あっとほーむ婦中 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホーム あっとほーむ雨晴（休止中） 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホーム あっとほーむ米島 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホーム あっとほーむ砺波 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

あっとほーむ婦中 (小規模多機能型居宅介護事業所) 107 富山型デイサービス

(医社)明心会 青空荘 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

(医社)矢野神経内科医院 海王ショートステイ 24 障害(短期入所)
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(医社)矢野神経内科医院 海王デイサービス 65 高齢者(通所介護)

デイサービス癒さぁ 65 高齢者(通所介護)

矢野神経内科デイケア 67 高齢者(通所リハビリテーション)

海王ショートステイ 68 高齢者(短期入所生活介護)

海王居宅介護支援事業所 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

矢野居宅介護支援事業所 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)友愛病院会 介護老人保健施設ようわ苑 48 高齢者(介護老人保健施設)

友愛温泉病院 48 高齢者(介護療養型医療施設)

黒部温泉病院 49 高齢者(介護療養型医療施設)

陽和温泉 デイサービスセンター福来喜 63 高齢者(通所介護)

黒部温泉 デイサービスセンター 63 高齢者(通所介護)

吉峰温泉 デイサービスセンター 65 高齢者(通所介護)

(医社)友豊会 山室クリニック 66 高齢者(通所リハビリテーション)

(医社)四方会 グループホーム静和 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

ワークハウス・フレンズ 42 障害(地域活動支援センターⅢ型)

有沢橋病院アシステ 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)楽山会 山田医院併設 介護療養型老人保健施設 48 高齢者(介護老人保健施設)

老人保健施設 みしま野苑一穂 48 高齢者(介護老人保健施設)

山田医院 67 高齢者(通所リハビリテーション)

老人保健施設 みしま野苑一穂 67 高齢者(通所リハビリテーション)

みしま野苑在宅ケアセンター 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

みしま野苑ひかり小規模 多機能型居宅介護事業所 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホームさんが 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

みしま野苑ひかり 104 高齢者(有料老人ホーム)

(医社)桜風会 東岩瀬訪問看護ステーション 100 高齢者(訪問看護ステーション)

(医社)良俊会 ふくの若葉病院 在宅介護支援センター 51 高齢者(在宅介護支援センター)

ふくの若葉病院 67 高齢者(通所リハビリテーション)

ふくの若葉病院 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)亮之会 むらおかクリニック 67 高齢者(通所リハビリテーション)

むらおかクリニック 介護サポートてまりの丘 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

(医社)緑心会 あすみる 30 障害(自立訓練(生活訓練))

あすみる 31 障害(宿泊型自立訓練)

緑心会グループホーム 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

(医社)若葉会 若葉会訪問介護事業所 55 高齢者(訪問介護)

デイサービスおきな 61 高齢者(通所介護)

ショートステイおきな 68 高齢者(短期入所生活介護)

若葉会福祉用具事業所 69 高齢者(福祉用具貸与)

若葉会福祉用具事業所 71 高齢者(特定福祉用具販売)

若葉会居宅介護支援事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

看護小規模多機能型居宅介護事業所おきな 99 高齢者(看護小規模多機能型居宅介護)

若葉会訪問看護ステーション 100 高齢者(訪問看護ステーション)

サービス付高齢者住宅 おきな 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

(医社)和敬会 ワークハウス連帯 35 障害(就労継続支援B型)

グループホーム家路 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

和敬会生活訓練センター 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

和敬会生活支援センター 39 障害(相談支援事業所)

和敬会生活支援センター 41 障害(地域活動支援センターⅠ型)

（３）社団法人・財団法人・宗教法人・学校法人
法人名 施設・事業所名 頁 区分

(一社)ｅｉｋｉ　ｓｏｃｉａｌ　ｗｏｒｋ 就労継続支援A型事業所 コラーレ富山 32 障害(就労継続支援A型)

(一社)ＨＫ とやま24 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

(一社)おひさま キッズサポートなないろ 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

(一社)小矢部市医師会 小矢部市医師会 訪問看護ステーション 101 高齢者(訪問看護ステーション)

（一社）ガチョック ガチョック 36 障害(就労継続支援B型)

(一社)さざんくろす みんなの台所・城端 36 障害(就労継続支援B型)

(一社)下新川郡医師会 下新川郡医師会 黒部訪問看護ステーション 101 高齢者(訪問看護ステーション)

(一社)新草会 就労継続支援Ａ型事業所 セリュー 32 障害(就労継続支援A型)
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(一社)ストレングス 紙飛行機 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

(一社)大樹福祉会 だいだい水橋 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

だいだい水橋 25 障害(生活介護)

(一社)高岡市医師会 高岡市医師会 訪問看護ステーション 100 高齢者(訪問看護ステーション)

立山町 ((一社)立山子育て支援センター) 立山町子育て支援センター (立山町西部児童館) 6 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

(一社)中央舎 ケアホームまどか 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

(一社)デイサービス笑和 デイサービス笑和 87 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービス笑和 107 富山型デイサービス

(一社)滑川市医師会 滑川市医師会 訪問看護ステーション 101 高齢者(訪問看護ステーション)

(一社)はたらくよろこび (一社)はたらくよろこび 33 障害(就労継続支援A型)

(一社)ひので デイサービス花日和 91 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービス花日和 109 富山型デイサービス

(一社)ひまわりの花 すずらん 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

ひまわり畑 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

(一社)福祉・介護・地域活性化ﾈｯﾄﾜｰｯｸとやま いつでも来られま放生津 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

(一社)ＦＲＥＥＤＯＭ ファンティーニ 32 障害(就労継続支援A型)

ファンティーニ下新本町店 32 障害(就労継続支援A型)

(一社)ぽっけ まちなかハウスぽっけ 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

(一社)ほまれ ほまれの家本店 32 障害(就労継続支援A型)

ほまれの家清水元町店 32 障害(就労継続支援A型)

(一社)むすびの里 デイサービスむすびの里 89 高齢者(地域密着型通所介護)

（一社）山里ふれあい塾 山里ふれあい塾 35 障害(就労継続支援B型)

（一社）ゆめボール ゆめボール工房氷見 35 障害(就労継続支援B型)

(公社)富山県看護協会 神明・五福 地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

富山県看護協会ひよどり 富山居宅介護支援事業所 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

富山県看護協会訪問看護 ステーションひよどり富山 100 高齢者(訪問看護ステーション)

富山県看護協会 訪問看護ステーションひよどり 101 高齢者(訪問看護ステーション)

(公社)氷見市医師会 氷見訪問看護ステーション 101 高齢者(訪問看護ステーション)

黒部市 ((一財)黒部市施設管理公社） 中央児童センター 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

東部児童センター 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

富山市((一財)富山市大沢野健康文化推進財団) 富山市 大沢野老人福祉センター 46 高齢者(老人福祉センター)

(公財)鉄道弘済会 富山認定こども園 8 児童(保育所)

富山県 ((公財)富山県民福祉公園） 富山県こどもみらい館 6 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

(宗)華王寺 保育所型認定こども園 川原保育園 9 児童(保育所)

(宗)西往寺 介護相談所さいおう 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

(宗)専正寺 (宗)専正寺デイサービス まごころ 89 高齢者(地域密着型通所介護)

(宗)専正寺デイサービス まごころ 108 富山型デイサービス

(宗)専正寺デイサービス まごころ分家 108 富山型デイサービス

(宗)善福寺 聚楽サンガ 40 障害(相談支援事業所)

(宗)善福寺聚楽 居宅介護支援事業所 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

(宗)善福寺 デイサービス聚楽 90 高齢者(地域密着型通所介護)

(宗)善福寺 デイサービス聚楽 108 富山型デイサービス

(宗)明善寺 明善寺デイサービスあんのん 63 高齢者(通所介護)

明善寺デイサービスあんのん 108 富山型デイサービス

(独)国立病院機構富山病院 (独)国立病院機構富山病院 1 児童(発達支援医療機関)

(独)国立病院機構富山病院 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

(独)国立病院機構富山病院 22 障害(短期入所)

(独)国立病院機構富山病院 24 障害(療養介護)

(独)国立病院機構富山病院 25 障害(生活介護)

(独)国立病院機構北陸病院 (独)国立病院機構北陸病院 1 児童(発達支援医療機関)

(独)国立病院機構北陸病院 24 障害(療養介護)

(独)地域医療機能推進機構 JCHO高岡ふしき病院 附属訪問看護ステーション 100 高齢者(訪問看護ステーション)

(学)アームストロング青葉幼稚園 幼保連携型認定こども園 アームストロング青葉幼稚園 13 児童(幼保連携型認定こども園)

(学)浦山学園 富山福祉短期大学 訪問看護ステーション 101 高齢者(訪問看護ステーション)

(学)海岸寺学園 幼保連携型認定こども園 富山幼稚園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

(学)華聴学園 認定こども園こばと幼稚園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

氷見市 ((学)金沢医科大学) 金沢医科大学 氷見市民病院 67 高齢者(通所リハビリテーション)

(学)北加積幼稚園 幼保連携型 きたかづみ認定こども園 15 児童(幼保連携型認定こども園)
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(学)勝福寺学園 幼保連携型認定こども園 リンデ幼稚園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

(学)白藤学園 幼保連携型認定こども園 白藤幼稚園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

(学)晴雲学園 幼保連携型認定こども園 晴雲幼稚園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

(学)清泉学園 認定こども園いずみ幼稚園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(学)全人学園 幼保連携型認定こども園 新庄幼稚園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

(学)高岡第一学園 福岡ひばり保育園 8 児童(保育所)

牧野みどり保育園 8 児童(保育所)

(学)鷹寺学園 認定こども園 太閤山あおい園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(学)中央学園 認定こども園 ひみ中央こども舎 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(学)藤園学園 幼保連携型認定こども園 藤園南幼稚園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

幼保連携型認定こども園 藤園幼稚園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

(学)同朋学園 同朋認定こども園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(学)富山学院 幼保連携型認定こども園 福岡幼稚園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(学)西加積学園 西加積認定こども園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(学)萩浦学園 幼保連携型認定こども園 さみどり認定こども園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

(学)早月加積幼稚園 早月加積認定こども園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(学)福野青葉幼稚園 幼保連携型認定こども園 福野青葉幼稚園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(学)福光キリスト教学園 幼保連携型認定こども園 福光青葉幼稚園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

南砺市 ((学)福光キリスト教学園) 井波児童館「きぼりっこ」 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

城端児童館「さくらっこ」 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

福野児童センター「アルカス」 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

福光児童館「きっずらんど」 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

(学)伏木中央学園 幼保連携型認定こども園 かたかご幼稚園かたかご保育園 15 児童(幼保連携型認定こども園)

(学)本願寺学園 認定こども園徳風幼稚園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

(学)三輪学園 幼保連携型認定こども園 藤ノ木こども園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

(学)むつみ学園 認定こども園むつみ幼稚園 16 児童(幼保連携型認定こども園)

(学)立正幼稚園 認定こども園 立正幼稚園 14 児童(幼保連携型認定こども園)

（４）組合・生協・農協
法人名 施設・事業所名 頁 区分

砺波地方介護保険組合 楽寿荘 43 高齢者(養護老人ホーム)

中新川広域行政事務組合 中新川訪問看護ステーション 101 高齢者(訪問看護ステーション)

(企)労協センター事業団 魚津地域福祉事業所 えがおのぽぴぃ 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

富山地域福祉事業所 サポートハウスぽぴー 55 高齢者(訪問介護)

山田地域福祉事業所　雪つばき 55 高齢者(訪問介護)

富山地域福祉事業所 サポートハウスぽぴー 69 高齢者(福祉用具貸与)

富山地域福祉事業所 サポートハウスぽぴー 71 高齢者(特定福祉用具販売)

富山地域福祉事業所 デイサービスぽぴー 88 高齢者(地域密着型通所介護)

高岡地域福祉事業所 デイサービスぽぴー 89 高齢者(地域密着型通所介護)

魚津地域福祉事業所 スマイルぽぴー 89 高齢者(地域密着型通所介護)

砺波地域福祉事業所 大空と大地のぽぴー村 90 高齢者(地域密着型通所介護)

富山地域福祉事業所 デイサービスぽぴー 107 富山型デイサービス

砺波地域福祉事業所 大空と大地のぽぴー村 108 富山型デイサービス

富山医療生活協同組合 在宅福祉総合センターひまわり ヘルパーステーション 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

豊田地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

富山医療生活協同組合在宅 福祉総合センターひまわり 53 高齢者(訪問介護)

在宅福祉総合センター えがおデイサービスセンター 60 高齢者(通所介護)

在宅福祉総合センター きずなデイサービスセンター 60 高齢者(通所介護)

在宅福祉総合センター ひまわりデイサービスセンター 60 高齢者(通所介護)

在宅福祉総合センター ぽぷらデイサービスセンター 60 高齢者(通所介護)

富山協立病院通所リハビリ テーションとよたシャキシャキ 66 高齢者(通所リハビリテーション)

富山医療生活協同組合 水橋診療所 66 高齢者(通所リハビリテーション)

富山医療生活協同組合在宅福祉総合センターぽぷら 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

富山医療生活協同組合在宅福祉総合センターえがお 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

富山医療生活協同組合在宅福祉綜合センターきずな 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

富山医療生活協同組合在宅福祉総合センターひまわり 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

富山医療生活協同組合看護小規模多機能型居宅介護わたぼうし 99 高齢者(看護小規模多機能型居宅介護)

在宅福祉総合センター きずな訪問看護ステーション 100 高齢者(訪問看護ステーション)

－ 150 －



法人名 施設・事業所名 頁 区分

富山医療生活協同組合 在宅福祉総合センター ひまわり訪問看護ステーション 100 高齢者(訪問看護ステーション)

有料老人ホームひまわり 102 高齢者(有料老人ホーム)

ぼらハートのいえみらい 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

富山福祉生協 ぼらハートのいえ 22 障害(短期入所)

富山福祉生協 ぼらハートのいえ 25 障害(生活介護)

にこにこ呉羽デイサービス (休止中) 87 高齢者(地域密着型通所介護)

富山県生活協同組合 ヘルパーステーション まる～な 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

デイサービスセンターまる～な 25 障害(生活介護)

ヘルパーステーションまる～な 53 高齢者(訪問介護)

ゆとり～な 居宅介護支援事業所(休止中) 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

けんせいきょう輝くろべ 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

デイサービスセンター ゆとりーな 87 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービスセンター まるーな 87 高齢者(地域密着型通所介護)

けんせいきょう輝 ゆとり～な 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

けんせいきょう輝城東 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

けんせいきょう輝くろべ 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

デイサービスセンター まるーな 107 富山型デイサービス

あおば農業協同組合 ＪＡあおば 介護サービスセンター 52 高齢者(訪問介護)

デイサービスあおば 59 高齢者(通所介護)

ＪＡあおば 居宅介護支援センター 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

アルプス農業協同組合 ＪＡアルプス生活福祉センター 58 高齢者(訪問介護)

いなば農業協同組合 ＪＡいなば福祉支援センター 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ＪＡいなば福祉支援センター 57 高齢者(訪問介護)

デイサービスセンター さんごの家 64 高齢者(通所介護)

ＪＡいなば福祉支援センター 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

高岡市農業協同組合 ＪＡ高岡 ホームヘルパーステーション 55 高齢者(訪問介護)

JA高岡 デイサービスもえぎの里 62 高齢者(通所介護)

ＪＡ高岡居宅介護 支援センター 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

JA高岡小規模多機能型 もえぎの里 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

富山県厚生農業協同組合連合会 厚生連滑川病院 6 児童(助産施設)

厚生連高岡 訪問看護ステーション 100 高齢者(訪問看護ステーション)

なんと農業協同組合 JAなんと 指定訪問介護事業所 57 高齢者(訪問介護)

氷見市農業協同組合 JA氷見市ヘルパーステーション 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

JA氷見市ヘルパーステーション 56 高齢者(訪問介護)

JA氷見市いこいの家 63 高齢者(通所介護)

ＪA氷見市結の里 63 高齢者(通所介護)

JA氷見市結の里 68 高齢者(短期入所生活介護)

ＪＡ氷見市 居宅介護支援センター 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

福光農業協同組合 ＪＡ福光ふれあいセンター 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ＪＡ福光ふれあいセンター （休止中） 21 障害(行動援護)

ＪＡ福光ふれあいセンター （休止中） 22 障害(同行援護)

ＪＡ福光ふれあいセンター 57 高齢者(訪問介護)

ＪＡ福光デイサービス 日向ぼっこ 64 高齢者(通所介護)

ＪＡ福光ふれあいセンター 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

みな穂農業協同組合 ＪＡみな穂 ケアセンターはぴねす 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ＪＡみな穂 ケアセンターはぴねす 58 高齢者(訪問介護)

ＪAみな穂ケアセンター はぴねす 83 高齢者(居宅介護支援事業所)

（５）株式会社
法人名 施設・事業所名 頁 区分

アースサポート㈱ アースサポート富山 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

アースサポート高岡 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

アースサポート富山 41 障害(移動支援)

アースサポート富山 52 高齢者(訪問介護)

アースサポート高岡 55 高齢者(訪問介護)

アースサポート富山 58 高齢者(訪問入浴介護)

アースサポート高岡 58 高齢者(訪問入浴介護)

アースサポート富山 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

富山県高齢者･障害者福祉生活
協同組合
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法人名 施設・事業所名 頁 区分

㈱アート工房 ㈱アート工房 ハート工房事業部 70 高齢者(福祉用具貸与)

㈱アート工房 ハート工房事業部 72 高齢者(特定福祉用具販売)

あいあい㈱ あいあいデイサービス 59 高齢者(通所介護)

あいあい 居宅介護支援事業所 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

あいあいおくだの家 101 高齢者(有料老人ホーム)

IMF㈱ 居宅介護支援事業所オーキッド 富山営業所 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

住宅型有料老人ホーム空港店Orchid 101 高齢者(有料老人ホーム)

アイ福祉サポート㈱ 富山型デイサービス しばんばの里「こもれび」 23 障害(短期入所)

富山型デイサービスしばんばの里「こもれび」 27 障害(生活介護)

しばんばの里 在宅介護支援センター 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスしばんばの里 90 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービスしばんばの里 こもれび 90 高齢者(地域密着型通所介護)

グループホームしばんばの里 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

デイサービスしばんばの里 こもれび 108 富山型デイサービス

アイムケア㈱ ケアホーム春らんまん 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

ケアホーム春らんまん五福 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ケアホーム春らんまん 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

青い鳥㈱ 青い鳥㈱ 68 高齢者(福祉用具貸与)

あおぞらホーム㈱ 福祉用具なごみ 70 高齢者(福祉用具貸与)

福祉用具なごみ 72 高齢者(特定福祉用具販売)

小規模多機能型居宅介護 事業所あおぞらホーム 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

㈱曉加里 ヘルパーステーションあかり 52 高齢者(訪問介護)

㈱アクティブライフ・サポート 児童デイサービスアクティブ ライフ・スポーツ教室 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

朝日建設㈱ 朝日建設㈱ 68 高齢者(福祉用具貸与)

朝日建設㈱ 70 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱アシストケア 訪問介護ステーション縁 55 高齢者(訪問介護)

デイサービスセンター縁 88 高齢者(地域密着型通所介護)

サンヴィラ大野 102 高齢者(有料老人ホーム)

㈱アシスト富山 ケアネットアシスト 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

就労継続支援A型アシスト 32 障害(就労継続支援A型)

ケアネットアシスト 52 高齢者(訪問介護)

㈱アトマ 富山型デイサービス城山 90 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービス城山 108 富山型デイサービス

㈱アピアウエルネス フィットリハたてやま 65 高齢者(通所介護)

フィットリハアピア 86 高齢者(地域密着型通所介護)

フィットリハふちゅう 86 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱アポケアとやま 新庄地域包括支援センター 49 高齢者(地域包括支援センター)

新庄ヒルズ ヘルパーステーション 52 高齢者(訪問介護)

新庄ヒルズ デイサービスセンター 59 高齢者(通所介護)

㈱アポケアとやま 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

新庄ヒルズプレミアム倶楽部 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

デイサービスセンター ときめき 86 高齢者(地域密着型通所介護)

生涯現役アパート 「レット・イット・ビー♪」 101 高齢者(有料老人ホーム)

新庄ヒルズ 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

新庄ヒルズⅡときめき 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱アミシャレット 氷見サービス付き高齢者向け住宅やないだの郷 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱アモール アモール 居宅介護支援事業所 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

アモール 訪問看護ステーション 99 高齢者(訪問看護ステーション)

㈱愛癒 訪問介護ステーション愛ケア 57 高齢者(訪問介護)

居宅介護支援事業所　愛ぷら 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

白寿の里太郎丸 103 高齢者(有料老人ホーム)

白寿の里ふくみつ 103 高齢者(有料老人ホーム)

㈱あゆみ グループホームあゆみ 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホームあゆみ となみ野 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱ありがとうホーム ありがとうホーム呉羽 52 高齢者(訪問介護)

ありがとうホーム上市 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ありがとうホーム呉羽 101 高齢者(有料老人ホーム)

アルカスコーポレーション㈱ ケアホーム　くつろぎの里 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

－ 152 －



法人名 施設・事業所名 頁 区分

アルカスコーポレーション㈱ ケアホーム砺波 第２ほほえみ館 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

ケアホーム砺波ほほえみ館 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

アルク㈱ アルク㈱富山支店 68 高齢者(福祉用具貸与)

アルク㈱富山支店 70 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱アルプス アルプス介護予防センター 姫野 62 高齢者(通所介護)

㈱あんじゅ デイサービスあんじゅ 59 高齢者(通所介護)

デイサービスあんじゅ 106 富山型デイサービス

㈱アンジュケア 射水ハッピーホーム 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

あんしんサポート㈱ あんしんサポート 68 高齢者(福祉用具貸与)

あんしんサポート 70 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱ＥＡＣＨ　ＯＮＥ 新の葉 33 障害(就労継続支援A型)

㈱１５１Ａ self-A・151A福光 33 障害(就労継続支援A型)

㈱一休庵 一休庵デイサービスセンター 59 高齢者(通所介護)

一休庵居宅介護支援事業所 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

一休庵 小規模多機能型居宅介護 91 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ふれあいほーむ“なめりかわ 一休庵” 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

さーびすあぱーと花菖蒲 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱イブキ デイサービスいずみ 86 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱ｉｆＤ さくら・介護ステーション とやま南 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

さくら・介護ステーション 高岡四屋 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

さくら・介護ステーション とやま南 21 障害(同行援護)

さくらデイサービス黒崎 24 障害(生活介護)

さくら・介護ステーション とやま南 41 障害(移動支援)

さくら・介護ステーション とやま南 52 高齢者(訪問介護)

さくら・介護ステーション 高岡四屋 55 高齢者(訪問介護)

さくらデイサービス黒崎 59 高齢者(通所介護)

さくら支援ステーション とやま南 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

ナーシングケアさくら 99 高齢者(訪問看護ステーション)

さくらコンフォート黒崎 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

射水ライフ・サポート㈱ なでしこの里 居宅介護支援事業所 40 障害(相談支援事業所)

射水ライフ・サポート 58 高齢者(訪問入浴介護)

なでしこの里 居宅介護支援事業所 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

いみずの里デイサービス 90 高齢者(地域密着型通所介護)

射水ライフ・サポート 101 高齢者(訪問看護ステーション)

いみずの里デイサービス 109 富山型デイサービス

㈱イリス ㈱イリス 70 高齢者(福祉用具貸与)

㈱イリス 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱医療コーポレーション ヘルパーステーション 一真戸出 55 高齢者(訪問介護)

高岡やすらぎの里凛花園 102 高齢者(有料老人ホーム)

㈱いろどり 居宅介護支援事業所いろどり 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

ケアサポートいろどり 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

ケアサポートいろどり 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱いろり デイサービスいろり 90 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービスいろり 108 富山型デイサービス

㈱岩木 デイサービスかみだき 86 高齢者(地域密着型通所介護)

ヴィスト㈱ ヴィストカレッジ富山駅前 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

ヴィストキャリア富山駅前 31 障害(就労移行支援)

ヴィストキャリア富山中央 31 障害(就労移行支援)

㈱ウイズU ケアサービスみどり 86 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱ｗｉｔｈＯｎｅ Ａim 32 障害(就労継続支援A型)

㈱ウィル(福祉用具) ㈱ウィル 70 高齢者(福祉用具貸与)

㈱ウィル 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱ウィル(訪問介護) 訪問介護事業所みのり 52 高齢者(訪問介護)

㈱ウェブインテリジェンス かたかごの郷 居宅介護支援事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスセンター かたかごの郷 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

小規模多機能ホーム くれはの郷 91 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ケアホームかたかごの郷 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホームかたかごの郷 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)
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㈱ウェルサポート 黄金の愉 居宅介護支援事業所（休止中） 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

グループホーム黄金の愉 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

ローカルセンター小矢部 90 高齢者(地域密着型通所介護)

グループホーム黄金の愉 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ローカルセンター小矢部 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱ウェルファイン 風乃里水戸田 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホーム 風乃里水戸田 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

風乃里水戸田 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱ウェルフェアサービス グループホーム入善 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱ウェルフェアネットワーク グループホーム イエローガーデン五箇山 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱ＷＡＬＫ グループホーム白寿園戸出 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホーム白寿園能町 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱ウォームハート はぁとふるケアあさがお 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

はぁとふるケアあさがお 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

はぁとふるケア　あさがお 103 高齢者(有料老人ホーム)

㈱うちくる うちくる居宅介護支援事業所 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

うちくる富山有沢 101 高齢者(有料老人ホーム)

うちくる富山新庄 101 高齢者(有料老人ホーム)

うちくる高岡古定塚 102 高齢者(有料老人ホーム)

㈱うちくる富山 うちくるケア富山 52 高齢者(訪問介護)

うちくる砺波杉木 103 高齢者(有料老人ホーム)

㈱ウッドフィール キッズルームライチ 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

キッズルームレモン 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

相談支援事業所アプリコット 38 障害(相談支援事業所)

宇野酸素㈱ 宇野酸素㈱富山営業所 68 高齢者(福祉用具貸与)

宇野酸素㈱富山営業所 71 高齢者(特定福祉用具販売)

Eisac㈱ (健康増進プラザ) デイサービスリハトレ中新 63 高齢者(通所介護)

かいごの窓口 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

機能訓練特化型 富山型デイサービスリハットネス 90 高齢者(地域密着型通所介護)

富山型デイサービスリハットネス 108 富山型デイサービス

㈱H・クオリティ・タケダ サービス付高齢者向け住宅 堀川みなみ 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱ＨＣＳ デイサービスうみとそら 63 高齢者(通所介護)

デイサービスかがやき 90 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱えいる えいる 68 高齢者(福祉用具貸与)

えいる 71 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱えがみさんち 居宅介護支援事業所 えがみさんち 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

エスエイチ㈱ 春日の家 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

戸出おおかみの家 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

東石丸の家 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

ゆたか町の家 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

春日の家 23 障害(短期入所)

ゆたか町の家 23 障害(短期入所)

春日の家 26 障害(生活介護)

戸出おおかみの家 26 障害(生活介護)

東石丸の家 27 障害(生活介護)

ゆたか町の家 27 障害(生活介護)

イエトカフェいずみ 27 障害(生活介護)

イエトカフェ戸出春日 88 高齢者(地域密着型通所介護)

東石丸の家 90 高齢者(地域密着型通所介護)

春日の家 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ゆたか町の家 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

イエトカフェいずみ 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

春日の家 (小規模多機能型居宅介護事業所) 107 富山型デイサービス

戸出おおかみの家 107 富山型デイサービス

東石丸の家 108 富山型デイサービス

ゆたか町の家 108 富山型デイサービス

㈱NKF ヘルパーステーション　リベロ 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ヘルパーステーション　リベロ 21 障害(行動援護)
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㈱NKF ヘルパーステーション　リベロ 21 障害(同行援護)

ヘルパーステーション　リベロ 41 障害(移動支援)

ヘルパーステーション　リベロ 52 高齢者(訪問介護)

㈱Ｎ・フィールド 訪問看護ステーション デューン富山 99 高齢者(訪問看護ステーション)

㈱エムアンドティ ㈱エムアンドティ 70 高齢者(福祉用具貸与)

㈱エムアンドティ 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱エンカウンター ヘルパーステーションやどりぎ 57 高齢者(訪問介護)

ケアプランセンターやどりぎ （休止中） 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

サービス付き高齢者向け住宅 やどりぎ 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱ＯＡＳＩＳ ひまわり 33 障害(就労継続支援A型)

オアシス砺波 33 障害(就労継続支援A型)

㈱オアシス 入浴特化型デイサービスほっと・湯～ 86 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱桜寿会 デイサービスらくらく 89 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱オウル工務店 放課後等デイサービス ふくろうの家 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

㈱大井企画 ヘルパーステーション 花のいえ 58 高齢者(訪問介護)

デイサービス花のいえ 91 高齢者(地域密着型通所介護)

花のさと 106 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

オークス㈱ オークスヘルパーステーション 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

オークスヘルパーステーション 41 障害(移動支援)

オークスヘルパーステーション 52 高齢者(訪問介護)

オークス㈱ ライフケア事業部 68 高齢者(福祉用具貸与)

オークス㈱ ライフケア事業部 71 高齢者(特定福祉用具販売)

オークス㈱あっぷる今泉店 (休止中) 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈱ＡＬＬ福祉部門 ㈱ALL福祉部門 68 高齢者(福祉用具貸与)

㈱ALL福祉部門 71 高齢者(特定福祉用具販売)

小沢薬品㈱ 小沢薬品㈱ 介護サービス部 70 高齢者(福祉用具貸与)

小沢薬品㈱ 介護サービス部 72 高齢者(特定福祉用具販売)

小野医療器㈱ 小野医療器㈱メディカル・ ケア事業部富山営業所 68 高齢者(福祉用具貸与)

小野医療器㈱ メディカル・ケア事業部 70 高齢者(福祉用具貸与)

小野医療器㈱メディカル・ ケア事業部富山営業所 71 高齢者(特定福祉用具販売)

小野医療器㈱ メディカル・ケア事業部 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱おはなファミリー デイサービスおはな 88 高齢者(地域密着型通所介護)

オフィス青城㈱ 上冨居居宅介護支援事業所 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈱オフィスＧ デイサービス地球の子 86 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービス地球の子 106 富山型デイサービス

㈱ＯＲＩＯＮ ジュピター 33 障害(就労継続支援A型)

㈱オレンジ オレンジC 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

魚津オレンジ 31 障害(就労移行支援)

オレンジワークス２ 32 障害(就労継続支援A型)

就労支援Ａ型事業所 オレンジワークス 32 障害(就労継続支援A型)

魚津オレンジ 35 障害(就労継続支援B型)

グループホーム 「オレンジの家」 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

㈱ガーデン イエローガーデン小矢部 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

介護福祉アリーナ富山㈱ 介護福祉アリーナ富山㈱ 68 高齢者(福祉用具貸与)

介護福祉アリーナ富山㈱ 71 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱カインドハート ㈱カインドハート 70 高齢者(福祉用具貸与)

㈱カインドハート 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱かがやき 樹楽向新庄 86 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱花冠 ヘルパーステーション むゆうじゅ 56 高齢者(訪問介護)

居宅介護支援事業所 むゆうじゅ 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

訪問看護ステーション むゆうじゅ 101 高齢者(訪問看護ステーション)

㈱ガッツプラス ガッツプラス 33 障害(就労継続支援A型)

ガッツプラス 35 障害(就労継続支援B型)

㈱カツヤマ デイサービスセンター りらいあんす 64 高齢者(通所介護)

りらいあんす 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

小規模多機能型居宅介護 支援事業所りらいあんす 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホームりらいあんす 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

りらいあんす 103 高齢者(有料老人ホーム)
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金沢福祉㈱ 居宅介護支援事業所 のんびーっと 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈱カルム デイサービス・カルム 堀川みなみ 86 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービス・カルム 86 高齢者(地域密着型通所介護)

神崎福祉会㈱ サンケア高岡 55 高齢者(訪問介護)

訪問看護ステーション サンケア高岡 100 高齢者(訪問看護ステーション)

サンケア高岡 102 高齢者(有料老人ホーム)

希望ロードケア㈱ デイサービス希望のみち 86 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱キャリアマッチング システム富山 となみケアサービス 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

となみケアサービス 57 高齢者(訪問介護)

となみケアサービス 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈱CAMP 訪問看護ステーション Plus.1 99 高齢者(訪問看護ステーション)

㈱Ｑ・Ｏ・Ｌ 短期入所者生活介護 雅-みやび- 68 高齢者(短期入所生活介護)

居宅介護支援事業所 雅-みやび- 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

居宅介護支援事業所 雅小杉 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービス雅 88 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービス雅小杉 90 高齢者(地域密着型通所介護)

サービス付き高齢者向け住宅　雅　小杉 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱久八 デイサービス マザーハウス・ひみ 89 高齢者(地域密着型通所介護)

マザーハウス・ひみ 108 富山型デイサービス

㈱希ら林 デイサービスきりん 86 高齢者(地域密着型通所介護)

クーネス㈱ 高岡就労支援センター 31 障害(就労移行支援)

㈱クオリティ・ライフ 就労支援センター風雲堂 32 障害(就労継続支援A型)

デイサービス風雲堂 86 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱グリア ほまれの家立山店 33 障害(就労継続支援A型)

グループホーム利田の家 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

クリエイトジョブ㈱ ほまれの家水橋店 32 障害(就労継続支援A型)

㈱桑の里 富山型デイサービスくわの里 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

富山型デイサービスくわの里 24 障害(生活介護)

富山型デイサービスくわの里 29 障害(自立訓練(機能訓練))

富山型デイサービスくわの里 30 障害(自立訓練(生活訓練))

富山型デイサービスくわの里 86 高齢者(地域密着型通所介護)

富山型デイサービスくわの里 106 富山型デイサービス

㈱ケアサークルこかげ こかげ訪問介護ステーション 57 高齢者(訪問介護)

ケアサークルこかげ 居宅介護支援事業所 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

ケアサークルひばり 居宅介護支援事業所 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

ひばりデイサービス 90 高齢者(地域密着型通所介護)

こかげ訪問看護ステーション 101 高齢者(訪問看護ステーション)

ケアサークル作道 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

ひばりデイサービス 109 富山型デイサービス

㈱ケアサービス布目 愛の家ジュニア 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

愛の家 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービス愛の家 106 富山型デイサービス

㈱ケアサポートコウセイ やまの湯ヘルパーステーション 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

やまの湯ヘルパーステーション 58 高齢者(訪問介護)

デイサービス宮路やまの湯 65 高齢者(通所介護)

やまの湯介護相談所 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービス とんがりやまの湯 91 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービス横江やまの湯 91 高齢者(地域密着型通所介護)

グリーンライフとんがりやま 106 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱ケアサポート真魚 グループホーム温森 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱ケアサポートたなか フクシア居宅介護支援事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

フクシアケアセンター 88 高齢者(地域密着型通所介護)

フクシアケアセンター 107 富山型デイサービス

㈱ケア・サンエス ケア・サンエス富山 68 高齢者(福祉用具貸与)

ケア・サンエス富山 71 高齢者(特定福祉用具販売)

ケアスタジオ㈱ ケアスタジオ介護相談所 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

グループホーム黒部 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱ケアセンチュリー ヘルパーセンターセンチュリー 52 高齢者(訪問介護)

－ 156 －



法人名 施設・事業所名 頁 区分

㈱ケアセンチュリー 有料老人ホーム ケアセンチュリー富山 102 高齢者(有料老人ホーム)

㈱ケア・トラスト 居宅介護支援事業所 知恵ふくろう城端 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

ぐるーぷほーむ城端 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ケアパートナー㈱ ケアパートナー富山 59 高齢者(通所介護)

ケアパートナー富山 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈱ケアホームみどり みどりデイサービスセンター 62 高齢者(通所介護)

ケアホームみどり 68 高齢者(短期入所生活介護)

ケアホームみどり 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱ケア・ワールド ㈱ケア・ワールド 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ケア・ワールド 移動支援事業所 41 障害(移動支援)

㈱ケア・ワールド 52 高齢者(訪問介護)

㈱ケア・ワールド 68 高齢者(福祉用具貸与)

㈱ケア・ワールド 71 高齢者(特定福祉用具販売)

ケア・ワールド 居宅介護支援事業所 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスケア・ワールド 86 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱ＫＨ にこサポケアサービス 52 高齢者(訪問介護)

㈱ＫＫ ほまれの家佐野 33 障害(就労継続支援A型)

ほまれの家小杉 33 障害(就労継続支援A型)

㈱剱雅 わん居宅介護支援事業所 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

健生㈱ のぞみリハビリテーション アカデミー 88 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱Ｋensei ポラリス介護サービス 57 高齢者(訪問介護)

㈱健美福祉会 はなみずき 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

はなみずき 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱こころ ほまれの家大久保店 32 障害(就労継続支援A型)

デイサービスセンター にこやかな里。 90 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービスセンター にこやかな里。 108 富山型デイサービス

㈱こすか ヘルパーセンターこすか 57 高齢者(訪問介護)

㈱こすか 居宅介護支援事業所 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスきららか 90 高齢者(地域密着型通所介護)

有料老人ホームこすぎ 103 高齢者(有料老人ホーム)

㈱コスモス ㈱コスモス 介護支援センター事業部 69 高齢者(福祉用具貸与)

㈱コスモス 介護支援センター事業部 71 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱コスモスの里 訪問介護事業所コスモスの里 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

コスモスの里大江干 22 障害(短期入所)

コスモスの里　大江干 25 障害(生活介護)

コスモスの里　大江干 29 障害(自立訓練(機能訓練))

コスモスの里　大江干 30 障害(自立訓練(生活訓練))

訪問介護事業所 コスモスの里 53 高齢者(訪問介護)

コスモスの里　大江干 59 高齢者(通所介護)

居宅介護支援事業所 コスモスの里 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

認知症対応型デイサービス コスモスの里藤ノ木 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

小規模多機能ホーム コスモスの里 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホームコスモスの里 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

サービス付高齢者向住宅 コスモスの里 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

コスモスの里　大江干 106 富山型デイサービス

㈱コノハ ナーシングデイサービスこもれび 86 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱こはく ロコモ予防貯筋デイかがやき 59 高齢者(通所介護)

居宅介護支援事業所こはく 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

サービス付きシニアハウス こうめ 106 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱こふの希 こふの希 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱コロネット ヘルパーセンターコロネット 53 高齢者(訪問介護)

デイサービス清水 59 高齢者(通所介護)

コロネット 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

有料老人ホームさや 102 高齢者(有料老人ホーム)

そう呉羽 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

リビングふじ 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

リビングるい 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

リビングいおり 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)
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㈱サード・プレイス ステップ・バイ・ステップ 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

ステップ・バイ・ステップ福光店 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

サカヰ産業㈱ サカヰ産業㈱ 富山総合ガスセンター 69 高齢者(福祉用具貸与)

サカヰ産業㈱ 富山総合ガスセンター 71 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱さくら苑 訪問介護ステーションさくら苑 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

訪問介護ステーションさくら苑 21 障害(同行援護)

訪問介護ステーションさくら苑 41 障害(移動支援)

訪問介護ステーションさくら苑 53 高齢者(訪問介護)

㈱さくらの会 さくら野居宅介護支援事業所 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈱ささや木 訪問介護ステーションささや木 58 高齢者(訪問介護)

デイサービスセンター木ここち 91 高齢者(地域密着型通所介護)

介護ナーシングセンター ささやき 99 高齢者(看護小規模多機能型居宅介護)

訪問看護ステーションささや木 101 高齢者(訪問看護ステーション)

サービス付き高齢者向け住宅 ささや木 106 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱サンウェルズ サンウェルズ才覚寺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘルパーステーション53 高齢者(訪問介護)

サンウェルズ西荒屋 ヘルパーステーション 53 高齢者(訪問介護)

サンウェルズ西荒屋居宅介護 支援事業所 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

サンウェルズ富山 訪問看護ステーション 99 高齢者(訪問看護ステーション)

太陽のプリズム才覚寺 102 高齢者(有料老人ホーム)

太陽のプリズム西荒屋 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

サンクオール㈱ スタジオＷＩＮＧ 33 障害(就労継続支援A型)

B-step 35 障害(就労継続支援B型)

サンシップ㈱ 橋下条テラス 居宅介護支援事業所 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

ケアホーム橋下条テラス 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

ケアホーム橋下条テラス 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ケアホーム橋下条テラス 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ケアホーム橋下条テラス 103 高齢者(有料老人ホーム)

㈱サンズ サンズ 32 障害(就労継続支援A型)

サンタイム㈱ シルバーホーム呉羽あいの風 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱しあわせクラブ デイサービスふぁみりー南町 59 高齢者(通所介護)

居宅介護支援事業所 ふぁみりー（休止中） 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

ふぁみりー居宅介護支援事業所 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈱シーネット 富山型デイサービスまるまる 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

富山型デイサービスまるまる 25 障害(生活介護)

富山型デイサービスまるまる 29 障害(自立訓練(機能訓練))

富山型デイサービスまるまる 30 障害(自立訓練(生活訓練))

富山型デイサービスまるまる 87 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱Jサポート グループホームこもれび 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱システム・結 ヘルパーステーションわかな 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ヘルパーステーションわかな 41 障害(移動支援)

ヘルパーステーションわかな 53 高齢者(訪問介護)

㈱寿栄会 氷見ケアサービス 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

氷見ケアサービス 56 高齢者(訪問介護)

氷見ケアサービス 58 高齢者(訪問入浴介護)

なごみの郷 63 高齢者(通所介護)

居宅介護支援事業所福笑 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

なごみの郷 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

なごみの宿 103 高齢者(有料老人ホーム)

正栄ウェルフェア㈱ 正栄ウェルフェア長江 訪問介護事業所 53 高齢者(訪問介護)

正栄ウェルフェア 訪問介護事業所 53 高齢者(訪問介護)

正栄ウェルフェア 訪問介護事業所2号館 53 高齢者(訪問介護)

デイサービスきたえるーむ 富山長江 59 高齢者(通所介護)

デイサービスきたえるーむ 富山萩原 59 高齢者(通所介護)

正栄ウェルフェア 居宅介護支援事業所 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

正栄ウェルフェア訪問看護 ステーション(休止中) 100 高齢者(訪問看護ステーション)

桜の森秋吉2号館 102 高齢者(有料老人ホーム)

桜の森長江 102 高齢者(有料老人ホーム)

桜の森秋吉１号館 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)
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㈱城宝工務店 ㈱城宝工務店 70 高齢者(福祉用具貸与)

㈱城宝工務店 72 高齢者(特定福祉用具販売)

生楽㈱ 樹楽堀川南 87 高齢者(地域密着型通所介護)

新生開発㈱ あっとほーむ米島 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

菅原建設㈱ 菅原建設㈱ライフケア事業部 70 高齢者(福祉用具貸与)

菅原建設㈱ライフケア事業部 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱すこやか ヘルパーステーション すこやか富山 53 高齢者(訪問介護)

居宅介護支援センター すこやか富山 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈱ＳＵＤＡＣＨＩ リハビリ倶楽部 87 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱スティルワーク 訪問介護事業所樹 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

訪問介護事業所　樹 53 高齢者(訪問介護)

㈱ステップ 一歩前進ステップ(休止中） 32 障害(就労継続支援A型)

㈱スプリング スマイルワン 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

スマイルワン 53 高齢者(訪問介護)

訪問入浴事業所長寿の泉 58 高齢者(訪問入浴介護)

㈱スマイルケア ㈱スマイルケア 69 高齢者(福祉用具貸与)

㈱スマイルケア 71 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱スマイルサポートわかば ㈱スマイルサポートわかば 70 高齢者(福祉用具貸与)

㈱スマイルサポートわかば 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱スマイルハート デイサービス スマイルハート 65 高齢者(通所介護)

㈱スリーティ運輸 ㈱スリーティ運輸 ヘルスケア事業部富山営業所 69 高齢者(福祉用具貸与)

㈱スリーティ運輸 ヘルスケア事業部砺波営業所 70 高齢者(福祉用具貸与)

㈱スリーティ運輸 ヘルスケア事業部富山営業所 71 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱スリーティ運輸 ヘルスケア事業部砺波営業所 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱生活支援 おもてなしデイサービス 60 高齢者(通所介護)

㈱せせらぎ グループホーム柿の華 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱綜合キャリアトラスト ＳＡＫＵＲＡ富山センター 31 障害(就労移行支援)

相互商事㈱ ヘルパーステーション ほのぼの小杉 57 高齢者(訪問介護)

㈱ソーシャルワークス ケアマネジメント高岡 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

ソーロング㈱ ソーロング㈱ 53 高齢者(訪問介護)

ソーロング㈱ 69 高齢者(福祉用具貸与)

㈱染屋 デイサービスすまいる 60 高齢者(通所介護)

デイサービスすまいる 106 富山型デイサービス

㈱そよかぜ グループホームいろどり 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

第一物産㈱ 第一物産㈱ 69 高齢者(福祉用具貸与)

第一物産㈱ 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱ダイエードリームライツ ワンダーランド砺波 33 障害(就労継続支援A型)

㈱大輝 ㈱大輝 69 高齢者(福祉用具貸与)

㈱大吉屋 茶話本舗デイサービス新屋 87 高齢者(地域密着型通所介護)

茶話本舗デイサービス 山室荒屋新町（休止中） 87 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱高尾 訪問看護ステーション ままアシスト 100 高齢者(訪問看護ステーション)

高岡交通㈱ 高岡交通㈱ 55 高齢者(訪問介護)

㈱タカギコーポレーション 多機能型施設ジョブステーション さくら奥田事業所 25 障害(生活介護)

多機能型施設ジョブステーションさくら下熊野事業所 34 障害(就労継続支援B型)

多機能型施設ジョブステーション さくら奥田営業所 34 障害(就労継続支援B型)

ジョブステーションさくら 北部事業所 36 障害(就労継続支援B型)

さくらグループホーム北部 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

㈱竹林商店 訪問ケアステーションなでしこ 57 高齢者(訪問介護)

居宅介護支援事業所なでしこ 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

訪問看護ステーションなでしこ 101 高齢者(訪問看護ステーション)

サービス付き高齢者向け住宅 なでしこの里 106 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱ダスキン高岡 ダスキンヘルスレント 射水ステーション 70 高齢者(福祉用具貸与)

ダスキンヘルスレント 射水ステーション 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱ダスキン北陸 ダスキンヘルスレント 富山ステーション 69 高齢者(福祉用具貸与)

ダスキンヘルスレント 富山ステーション 71 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱チェリッシュ デイーサービスほのか 91 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱チャイルドパワー チャイルドパワー 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

㈱中越オートサービス あかりケアサービス 53 高齢者(訪問介護)
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中越産業㈱ 中越産業㈱ 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱ツクイ ツクイ富山 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ツクイ富山 21 障害(同行援護)

ツクイ富山 53 高齢者(訪問介護)

ツクイ富山 60 高齢者(通所介護)

ツクイ富山赤田 60 高齢者(通所介護)

ツクイ富山上冨居 60 高齢者(通所介護)

ツクイ富山萩原 60 高齢者(通所介護)

ツクイ富山藤ノ木 60 高齢者(通所介護)

ツクイ富山 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

ツクイ富山 萩原グループホーム 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

ツクイ富山 萩原グループホーム 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱つくし工房 つくしの家 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

ウェルカムハウスつくし 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

つくしの家婦中 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

つくしの家高岡 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

つくしの家といで 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

つくしの家滑川 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

つくしの家高岡 23 障害(短期入所)

ウェルカムハウスつくし 25 障害(生活介護)

つくしの家 25 障害(生活介護)

つくしの家婦中 25 障害(生活介護)

つくしの家高岡 26 障害(生活介護)

つくしの家といで 26 障害(生活介護)

つくしの家滑川 27 障害(生活介護)

㈱つながり デイサービスセンターつながり 87 高齢者(地域密着型通所介護)

つばさ産業㈱ オーロラ介護サービス 57 高齢者(訪問介護)

ＴＲＣサポート㈱ 訪問看護ステーション呉羽 100 高齢者(訪問看護ステーション)

㈱ディーバス デイサービス＆フィットネス ＲＥ-ＳＨ 87 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱ＴＨＳ＆ＥＫ フローレンスジョジョ 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

ケアサポートジョジョ 53 高齢者(訪問介護)

療養型通所介護フローレンス ジョジョ 87 高齢者(地域密着型通所介護)

訪問看護ステーションジョジョ 100 高齢者(訪問看護ステーション)

スマイルジョジョ 102 高齢者(有料老人ホーム)

㈱ＴＯ２ ほまれの家滑川店 33 障害(就労継続支援A型)

㈱ＴＤＳ絆 デイサービスセンター そくさい家 25 障害(生活介護)

デイサービスセンター そくさい家 29 障害(自立訓練(機能訓練))

デイサービスセンター そくさい家 30 障害(自立訓練(生活訓練))

デイサービスセンター そくさい家 87 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービスセンター そくさい家 107 富山型デイサービス

デイサービスセンター そくさい家 107 富山型デイサービス

㈱デイ・フロンティア グループホーム南砺星 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

デイライト㈱ 孫の手デイサービス 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

孫の手デイサービス 25 障害(生活介護)

孫の手デイサービス 29 障害(自立訓練(機能訓練))

孫の手デイサービス 30 障害(自立訓練(生活訓練))

まごのて居宅介護支援事業所 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

孫の手デイサービス 87 高齢者(地域密着型通所介護)

孫の手デイサービス 107 富山型デイサービス

ＴＹＭＳ㈱ コメちゃん介護サービス 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

コメちゃん介護サービス 21 障害(同行援護)

コメちゃん介護サービス 41 障害(移動支援)

コメちゃん介護サービス 53 高齢者(訪問介護)

㈱天正 居宅介護支援事業所ねこのて 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

イエローガーデンいのくち 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

イエローガーデン城端 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

イエローガーデン高瀬 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

訪問看護ステーション ねこのて 101 高齢者(訪問看護ステーション)
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㈱天正富山 イエローガーデン庄川 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

イエローガーデンとなみ 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

東京堂㈱ 共生型グループホーム華のれん 24 障害(短期入所)

ミルキーウェイ 31 障害(就労移行支援)

いっこく 36 障害(就労継続支援B型)

共生型グループホーム 華のれん 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

デイサービス華のれん 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

共生型グループホーム 華のれん 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱トーカイ ㈱トーカイ富山営業所 69 高齢者(福祉用具貸与)

㈱トーカイ富山営業所 71 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱Total Athletic Care MIYAKI プラトーケアセンター高岡 62 高齢者(通所介護)

プラトーケアセンター中保 62 高齢者(通所介護)

プラトーケアセンター栄町 64 高齢者(通所介護)

トータル・メディカル津沢㈱ ヘルパーステーション ひだまり高岡 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ヘルパーステーション ひだまり高岡 55 高齢者(訪問介護)

デイサービスひだまり 62 高齢者(通所介護)

ひだまり居宅介護支援事業所 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

認知症デイサービス ひだまり南星 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

グループホームひだまり高岡 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホームひだまり南星 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホーム ひだまり街なか 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

認知症対応型グループホーム ひだまり御車山 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホームひだまり絆 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホームひだまり砺波 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

夜間対応型ひだまり高岡 99 高齢者(夜間対応型訪問介護)

訪問看護ステーション ひだまり 100 高齢者(訪問看護ステーション)

高岡南星老人ホーム 103 高齢者(有料老人ホーム)

㈱ときめきスター ときめき 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱トミキライフケア ㈱トミキライフケア 69 高齢者(福祉用具貸与)

㈱トミキライフケア 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱富山アスリート 機能訓練型デイサービス よっこいしょ 87 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱富山県義肢製作所 ㈱富山県義肢製作所 69 高齢者(福祉用具貸与)

㈱富山県義肢製作所 71 高齢者(特定福祉用具販売)

富山県綜合警備保障㈱ 富綜ヘルパーステーション 55 高齢者(訪問介護)

富綜ケアセンターいわせの 62 高齢者(通所介護)

富綜居宅介護支援事業所 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

富山交通㈱ 富タク介護 53 高齢者(訪問介護)

富山寝具㈱ 富山寝具㈱ 69 高齢者(福祉用具貸与)

富山寝具㈱ 71 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱とやまの太陽 赤とんぼ 87 高齢者(地域密着型通所介護)

富山型デイサービス 赤とんぼ 107 富山型デイサービス

㈱とやまヒューマンサービス ハッピーとやま 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ハッピーとやま上市 ヘルパーセンター 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ハッピーとやま 41 障害(移動支援)

岩瀬・萩浦 地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

ハッピーとやま 54 高齢者(訪問介護)

ハッピーとやま上市 ヘルパーセンター 58 高齢者(訪問介護)

ひなたぼっことやま デイサービスセンター 60 高齢者(通所介護)

ひなたぼっこ上市 デイサービスセンター 65 高齢者(通所介護)

ハッピーとやま 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

在宅介護支援事業所 ハッピーとやま上市 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

ひなたぼっこ草島 デイサービスセンター 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

小規模多機能 お気良倶とやま 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

小規模多機能お気良倶上市 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ひなたぼっことやま 介護あんしんアパート 102 高齢者(有料老人ホーム)

ひなたぼっこ上市 介護あんしんアパートⅠ 104 高齢者(有料老人ホーム)

ひなたぼっこ上市 介護あんしんアパートⅡ 104 高齢者(有料老人ホーム)

㈱とらいあんぐる とらいあんぐる 33 障害(就労継続支援A型)
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㈱ドリーム愛寿 愛寿乃里 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

愛寿乃里 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱永田メディカル きらら就労継続支援 Ｂ型事業所 34 障害(就労継続支援B型)

㈱永田メディカル ヘルス事業部 69 高齢者(福祉用具貸与)

㈱永田メディカル ヘルス事業部 71 高齢者(特定福祉用具販売)

杜のつどい土合 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ローカルセンター高岡 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ローカルセンター野村 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

杜のつどい土合 106 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱なかひこ ハッピーテラス富山西町教室 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

㈱長峰 ファミリーサポートアミーゴ 54 高齢者(訪問介護)

㈱和 放課後等デイサービス暖路 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

就労継続支援事業所なごみ 33 障害(就労継続支援A型)

就労継続支援B型事業所 しずく 36 障害(就労継続支援B型)

㈱ニチイ学館 ニチイ弓庄保育所 12 児童(保育所)

ニチイケアセンター安養坊 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ニチイケアセンター大沢野 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ニチイケアセンター富山 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ニチイケアセンター婦中 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ニチイケアセンター堀川 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ニチイケアセンター高岡 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ニチイケアセンター能町 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ニチイケアセンター黒部 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ニチイケアセンター石丸 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ニチイケアセンター砺波 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ニチイケアセンター南砺 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ニチイケアセンターいみず 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ニチイケアセンター上市 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ニチイケアセンター婦中 21 障害(同行援護)

ニチイケアセンター堀川 21 障害(同行援護)

ニチイケアセンター高岡 21 障害(同行援護)

ニチイケアセンター能町 21 障害(同行援護)

ニチイケアセンター黒部 22 障害(同行援護)

ニチイケアセンター石丸 22 障害(同行援護)

ニチイケアセンター砺波 22 障害(同行援護)

ニチイケアセンター南砺 22 障害(同行援護)

ニチイケアセンターいみず 22 障害(同行援護)

ニチイケアセンター上市 22 障害(同行援護)

ニチイケアセンター富山 41 障害(移動支援)

ニチイケアセンター婦中 41 障害(移動支援)

ニチイケアセンター堀川 41 障害(移動支援)

ニチイケアセンター安養坊 54 高齢者(訪問介護)

ニチイケアセンター大沢野 54 高齢者(訪問介護)

ニチイケアセンター富山 54 高齢者(訪問介護)

ニチイケアセンター婦中 54 高齢者(訪問介護)

ニチイケアセンター堀川 54 高齢者(訪問介護)

ニチイケアセンター高岡 55 高齢者(訪問介護)

ニチイケアセンター能町 56 高齢者(訪問介護)

ニチイケアセンター黒部 56 高齢者(訪問介護)

ニチイケアセンター石丸 57 高齢者(訪問介護)

ニチイケアセンター砺波 57 高齢者(訪問介護)

ニチイケアセンター南砺 57 高齢者(訪問介護)

ニチイケアセンターいみず 57 高齢者(訪問介護)

ニチイケアセンター上市 58 高齢者(訪問介護)

ニチイケアセンター安養坊 60 高齢者(通所介護)

ニチイケアセンター富山 60 高齢者(通所介護)

ニチイケアセンター婦中 60 高齢者(通所介護)

ニチイケアセンター堀川 60 高齢者(通所介護)
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㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター能町 62 高齢者(通所介護)

ニチイケアセンター黒部 63 高齢者(通所介護)

ニチイケアセンター石丸 64 高齢者(通所介護)

ニチイケアセンター砺波 64 高齢者(通所介護)

ニチイケアセンター南砺 64 高齢者(通所介護)

ニチイケアセンターいみず 65 高齢者(通所介護)

ニチイケアセンター上市 65 高齢者(通所介護)

ニチイケアセンター富山 69 高齢者(福祉用具貸与)

ニチイケアセンター能町 69 高齢者(福祉用具貸与)

ニチイケアセンター富山 71 高齢者(特定福祉用具販売)

ニチイケアセンター能町 72 高齢者(特定福祉用具販売)

ニチイケアセンター安養坊 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

ニチイケアセンター富山 （休止中） 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

ニチイケアセンター婦中 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

ニチイケアセンター堀川 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

ニチイケアセンター高岡 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

ニチイケアセンター能町 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

ニチイケアセンター砺波 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

ニチイケアセンターいみず 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

ニチイケアセンター上市 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

ニチイケアセンター山見 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ニチイケアセンター高岡 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ニチイケアセンター黒部 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ニチイケアセンター石丸 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ニチイケアセンター山見 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱日本エコ・ケア・サービス 虹の丘たてやま 24 障害(短期入所)

ヘルパーステーション虹の丘 54 高齢者(訪問介護)

デイサービス虹の丘三郷 61 高齢者(通所介護)

虹の丘たてやま 65 高齢者(通所介護)

ライフサポート虹の丘三郷 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

ライフサポート虹の丘たてやま 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

ケアプラザ虹の丘三郷 102 高齢者(有料老人ホーム)

虹の丘たてやま 104 高齢者(有料老人ホーム)

デイサービス虹の丘三郷 107 富山型デイサービス

日本海綿業㈱ 日本海綿業㈱ 69 高齢者(福祉用具貸与)

日本海綿業㈱ 71 高齢者(特定福祉用具販売)

日本社会福祉デザインセンター㈱ 日本社会福祉 デザインセンター 32 障害(就労継続支援A型)

日本社会福祉 デザインセンター(休止中) 34 障害(就労継続支援B型)

㈱にゅうぜんの里 ヘルパーステーション にゅうぜんの里 58 高齢者(訪問介護)

デイサービスにゅうぜんの里 65 高齢者(通所介護)

にゅうぜんの里 106 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

ネットワークウェルフェア㈱ イエローガーデン射水 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

イエローガーデン作道 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱望 おうちととなり 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

おうちととなり 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱パーソナルライフサポート 片口デイサービスわが家 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

片口ショートステイわが家 24 障害(短期入所)

片口デイサービスわが家 27 障害(生活介護)

片口デイサービスわが家 29 障害(自立訓練(機能訓練))

片口デイサービスわが家 30 障害(自立訓練(生活訓練))

片口サポートセンターわが家 40 障害(相談支援事業所)

片口サポートセンターわが家 65 高齢者(通所介護)

片口サポートセンターわが家 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

片口デイサービスわが家 109 富山型デイサービス

㈱ＰＥＲＳＯＮ'Ｓ いずみ 32 障害(就労継続支援A型)

あかり 33 障害(就労継続支援A型)

㈱ハートケアサービス ㈱ハートケアサービス 70 高齢者(福祉用具貸与)

㈱ハートケアサービス 72 高齢者(特定福祉用具販売)
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㈱ハートフル ケアタウン福野 90 高齢者(地域密着型通所介護)

ケアタウンとなみ 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ケアタウンなんと 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ケアタウンふくおか 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ケアタウンとなみ 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ケアタウンなんと 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ケアタウン福野 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱ハートフルケア ハートフルケア デイサービスセンター 62 高齢者(通所介護)

ハートフルケア 69 高齢者(福祉用具貸与)

ハートフルケア デイサービスセンター 72 高齢者(特定福祉用具販売)

ハートフルケア 居宅介護支援事業所 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈱ハートフルワーク あんしんアパートなんと 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

シルバーホーム新湊あいの風 106 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱ハートワーク ハートワーク 33 障害(就労継続支援A型)

㈱端野メディカル ㈱ハシノメディカル富山 69 高齢者(福祉用具貸与)

㈱ハシノメディカル富山 71 高齢者(特定福祉用具販売)

八起商事㈱ 吉久デイサービスむら花 89 高齢者(地域密着型通所介護)

グループホームむら花 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ハッピーライフ㈱ 赤れんが 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

はなれの家 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

イエトカフェ二の丸 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

赤れんが 26 障害(生活介護)

はなれの家 26 障害(生活介護)

イエトカフェ二の丸 28 障害(生活介護)

赤れんが 29 障害(自立訓練(機能訓練))

赤れんが 30 障害(自立訓練(生活訓練))

赤れんが 89 高齢者(地域密着型通所介護)

はなれの家 89 高齢者(地域密着型通所介護)

イエトカフェ二の丸 91 高齢者(地域密着型通所介護)

赤れんが 107 富山型デイサービス

はなれの家 107 富山型デイサービス

イエトカフェ二の丸 109 富山型デイサービス

㈱ハニービー self-Aハニービー環水公園前 32 障害(就労継続支援A型)

self-Aハニービー小杉東 33 障害(就労継続支援A型)

㈱ハピネス ㈱ハピネス 69 高齢者(福祉用具貸与)

㈱ハピネス 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱ひかり ひかり居宅介護支援事業所 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈱ひとと樹 ひとと樹 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

訪問介護ひとと樹 54 高齢者(訪問介護)

デイサービスフリーダムセレクトケア 61 高齢者(通所介護)

ひとと樹居宅介護支援事業所 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

サービス付き高齢者向け住宅 ひとと樹 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱ひなた デイサービスひなた(休止中) 89 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービスひなた（休止中） 107 富山型デイサービス

㈱氷見介護サービス 氷見ケアマネサービス 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービス灯 89 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱ひみ家 大浦デイサービスセンター 笑笑 63 高齢者(通所介護)

㈱ヒューマンケア コスモスヘルパーステーション 57 高齢者(訪問介護)

㈱日和 ヒューマンサポート日和 87 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱びりーぶ ヘルパーステーション愛のて 57 高齢者(訪問介護)

デイサービス愛のて 65 高齢者(通所介護)

㈱ビルト 訪問介護ビルト 54 高齢者(訪問介護)

デイサービス森さんぽ 87 高齢者(地域密着型通所介護)

ビルトアップ 87 高齢者(地域密着型通所介護)

シニアレジデンス　ビルト 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱ビレッジ・フィールド デイサービスセンター ふる里の風 26 障害(生活介護)

デイサービスセンター ふる里の風中田 26 障害(生活介護)

デイサービスセンター ふる里の風堀川 26 障害(生活介護)
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㈱ビレッジ・フィールド ふる里の風訪問介護事業所 54 高齢者(訪問介護)

デイサービスセンター ふる里の風 61 高齢者(通所介護)

デイサービスセンター ふる里の風中田 61 高齢者(通所介護)

デイサービスセンター ふる里の風堀川 61 高齢者(通所介護)

ふる里の風 居宅介護支援事業所 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

グループホーム「ふる里の風」 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

サービス付高齢者住宅 「ふる里の風」 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

デイサービスセンター ふる里の風 107 富山型デイサービス

ファイン・ホーム㈱ ユートピア大滝 デイサービスセンター 62 高齢者(通所介護)

ユートピア大滝 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱ファインライフ サニーデイサービスセンター 62 高齢者(通所介護)

サニーデイサービスセンター 小矢部 64 高齢者(通所介護)

サニーケアプランセンター 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈱ファミーユ ふれあいホーム小泉 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

ふれあいホーム小泉 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱ファミリーケア ファミリーケア 訪問看護ステーション 101 高齢者(訪問看護ステーション)

㈱フィール ヘルパーセンターフィール 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ヘルパーセンターフィール 54 高齢者(訪問介護)

居宅介護支援センター フィール 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

有料老人ホームまな 102 高齢者(有料老人ホーム)

ありすが～でん1号館 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

サービス付高齢者住宅 R.あんじゅ 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

サービス付き高齢者向け住宅 あん 106 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱フィットケア ケアタウンおやべ 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ケアタウンおやべ 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱フールケア大地 フールケア富山 ヘルパーステーション 54 高齢者(訪問介護)

フールケア富山 居宅介護支援事業所 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

フールケア大沢野 102 高齢者(有料老人ホーム)

フールケア空港北 102 高齢者(有料老人ホーム)

フールケア天正寺 102 高齢者(有料老人ホーム)

フールケア西田地方 102 高齢者(有料老人ホーム)

フールケア水橋 102 高齢者(有料老人ホーム)

㈱ＦｏｕｒＬｅａｆＣｌｏｖｅｒ 就労継続支援Ａ型事業所 ひびき 33 障害(就労継続支援A型)

㈱フォレストリーフ 訪問介護ひまわり 56 高齢者(訪問介護)

ひまわり居宅介護支援事業所 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

ケアホーム　高岡ほほえみ館 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱福榮 こころね 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

㈱フクシステージ 福祉用具販売事業所 フクシ住設 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱福祉のうちやま うちやま居宅介護支援事業所 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈱福来朗サービス ヘルパーステーションふくろう 54 高齢者(訪問介護)

㈱藤 サコージュ　のむら 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱不二越　富山営業所 不二越あじさい保育園 16 児童(地域型保育事業・事業所内）

㈱不二ビル シルバーサポート不二ビル 69 高齢者(福祉用具貸与)

シルバーサポート不二ビル 71 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱プラットフォーム あかり訪問ステーション 100 高齢者(訪問看護ステーション)

㈱ふるさと ヘルパーステーションふるさと (休止中) 54 高齢者(訪問介護)

デイサービスやわらぎ 87 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱ブレイン デイサービス笑美寿 61 高齢者(通所介護)

デイサービス笑美寿東 61 高齢者(通所介護)

笑美寿居宅介護支援事業所 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

認知症対応型デイサービス 笑美寿 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

デイサービス笑美寿北 87 高齢者(地域密着型通所介護)

小規模多機能型居宅介護 笑美寿 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

小規模多機能型居宅介護 笑美寿東 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホーム笑美寿 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホーム笑美寿東 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

プレジャーワーク富山㈱ プレジャーワーク富山 33 障害(就労継続支援A型)

プレジャーワーク富山 36 障害(就労継続支援B型)
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㈱プレステージ・インターナショナル 富山オランジェリー 16 児童(地域型保育事業・事業所内）

㈱ベストケアメディカル ㈱ベストケアメディカル 70 高齢者(福祉用具貸与)

㈱ベストケアメディカル 72 高齢者(特定福祉用具販売)

北酸㈱ 北酸㈱医療事業部 69 高齢者(福祉用具貸与)

北酸㈱医療事業部 71 高齢者(特定福祉用具販売)

北酸㈱居宅介護支援事業所 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

北電産業㈱ 訪問介護事業所ふくし百選 ケア・アシストあずみ 54 高齢者(訪問介護)

ふくし百選デイサービス あずみ 61 高齢者(通所介護)

ふくし百選 69 高齢者(福祉用具貸与)

ふくし百選高岡 70 高齢者(福祉用具貸与)

ふくし百選 71 高齢者(特定福祉用具販売)

ふくし百選高岡 72 高齢者(特定福祉用具販売)

ふくし百選プランニング駅北 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

ふくし百選プランニング高岡 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

北陸介護ステーション㈱ 訪問介護しあわせ 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

訪問介護しあわせ 21 障害(同行援護)

障害者相談支援事業所 しあわせ 39 障害(相談支援事業所)

訪問介護しあわせ 54 高齢者(訪問介護)

居宅介護支援事業所しあわせ 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスしあわせ 88 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービスしあわせ 107 富山型デイサービス

北陸調剤薬局㈱ 高岡デイサービスセンター きらら 62 高齢者(通所介護)

高岡デイサービスセンター ゆ楽 62 高齢者(通所介護)

北陸介護支援センター 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

ゆ楽介護支援センター 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈱北陸バロン美装 こもれびの森 マロンケアサービス 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

こもれびの森 マロンケアサービス 54 高齢者(訪問介護)

㈱北陸福祉会 はぴねすデイサービス 和みの里 64 高齢者(通所介護)

はぴねす小規模多機能すぎのき 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

はぴねすグループホームいずみ 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

はぴねすグループホーム太陽 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

はぴねすグループホーム高岡南 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

はぴねすグループホームすぎのき 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

はぴねすグループホーム福野 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

はぴねすグループホーム松と春 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

北陸メディカルサービス㈱ 北陸メディカルサービス㈱ 八尾営業所 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

北陸メディカルサービス㈱ 八尾営業所 21 障害(同行援護)

北陸メディカルサービス㈱ 介護事業部 54 高齢者(訪問介護)

北陸メディカルサービス㈱ 八尾営業所 54 高齢者(訪問介護)

北陸メディカルサービス㈱ となみ営業所 57 高齢者(訪問介護)

北陸メディカルサービス㈱ 介護事業部 58 高齢者(訪問入浴介護)

北陸メディカルサービス㈱ 八尾営業所 58 高齢者(訪問入浴介護)

北陸メディカルサービス㈱ となみ営業所 58 高齢者(訪問入浴介護)

デイサービスてんまり 61 高齢者(通所介護)

デイサービスふわり 61 高齢者(通所介護)

デイサービス福 64 高齢者(通所介護)

北陸メディカルサービス㈱ 介護事業部 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

北陸メディカルサービス㈱ となみ営業所 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

ホスピスライフサポート㈱ HLS デイサービスセンター栃谷 61 高齢者(通所介護)

㈱ほたる 放課後等デイサービス事業所 めばえ 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

就労支援多機能型事業所 わかば 31 障害(就労移行支援)

就労継続支援Ａ型事業所 清琉 32 障害(就労継続支援A型)

就労支援多機能型事業所 ほたる 32 障害(就労継続支援A型)

就労支援多機能型事業所 わかば 34 障害(就労継続支援B型)

㈱ほっとはーと デイサービスぽんぽこ 61 高齢者(通所介護)

ショートステイぽんぽこ 68 高齢者(短期入所生活介護)

ショートステイぽんぽこ・上大久保 68 高齢者(短期入所生活介護)

介護相談所ぽんぽこ 76 高齢者(居宅介護支援事業所)
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㈱ほのか ㈱ほのか 70 高齢者(福祉用具貸与)

㈱ほのか 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱ほのか 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈱ほの字 訪問介護ステーションほの字 54 高齢者(訪問介護)

Homareサービス㈱ ほまれの家五福店 32 障害(就労継続支援A型)

㈱ポラリス ポラリス訪問看護ステーション 100 高齢者(訪問看護ステーション)

㈱ポルトフラワー デイサービスももの花 61 高齢者(通所介護)

デイサービスももの花 107 富山型デイサービス

㈱ポルトボヌール ヘルパーセンターあわじま 54 高齢者(訪問介護)

大町らん 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

ファミーユ 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱マクロ・コム・ジャパン グループホーム逢の希 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱まことなり 居宅介護支援誠(休止中) 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービス有沢誠 88 高齢者(地域密着型通所介護)

誠やデイサービス 88 高齢者(地域密着型通所介護)

誠やデイサービス 107 富山型デイサービス

㈱正邦 月岡デイサービスセンター むつみの里 88 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱正助プランニング デイサービス縁結び 88 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱マスダ 富山型デイサービスもみじ 89 高齢者(地域密着型通所介護)

もみじ訪問看護ステーション 100 高齢者(訪問看護ステーション)

富山型デイサービスもみじ 108 富山型デイサービス

㈱マスタック・メディカルサービス ケアプラザたんぽぽ北の森 （休止中） 61 高齢者(通所介護)

ケアプラザたんぽぽ南 61 高齢者(通所介護)

ケアプラザたんぽぽ北の森 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈱松井秀二商店 ㈱松井秀二商店 69 高齢者(福祉用具貸与)

㈱松井秀二商店 71 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱MAX21 MAX21 88 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱マックス・ライフ デイサービスさらさ婦中新屋 88 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱マツノ ミライ 70 高齢者(福祉用具貸与)

ミライ 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱マツモト ㈱マツモト 69 高齢者(福祉用具貸与)

㈱マツモト 71 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱まみーず 放課後等デイサービスあみ 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

デイサービス まみーずがーでん 61 高齢者(通所介護)

㈱マ・メゾン ありがとうホーム 黒瀬ホームヘルプサービス 54 高齢者(訪問介護)

ありがとうホーム 黒瀬デイサービス 88 高齢者(地域密着型通所介護)

ありがとうホーム黒瀬 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱マルエケア かざぐるまデイサービス 62 高齢者(通所介護)

かざぐるま 居宅介護支援事業所 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

かざぐるまグループホーム 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

丸進商事㈱ まるしん 70 高齢者(福祉用具貸与)

まるしん 72 高齢者(特定福祉用具販売)

まるまる㈱ まるまる居宅介護支援事業所 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈱まんてん ヘルパーステーション まんてん 58 高齢者(訪問介護)

デイサービスまんてん米沢 65 高齢者(通所介護)

一期一会 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスまんてん 91 高齢者(地域密着型通所介護)

むすび 106 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱ミタホーム 訪問介護ステーション ありがとうホーム 54 高齢者(訪問介護)

ありがとうホーム柳田 56 高齢者(訪問介護)

ありがとうホーム 居宅介護支援事業所 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

ありがとうホーム西田地方 88 高齢者(地域密着型通所介護)

ありがとうホーム新庄 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ありがとうホーム氷見 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ありがとうホーム氷見(窪) 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ありがとうホーム氷見 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ありがとうホーム西田地方 107 富山型デイサービス

三ツ葉産業㈱ ケアパートナー三ツ葉 70 高齢者(福祉用具貸与)
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三ツ葉産業㈱ ケアパートナー三ツ葉 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱みろく デイケアセンターＢ３-care 88 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱みんなの輪 ヘルパーステーション みんなの輪 54 高齢者(訪問介護)

デイサービスみんなの輪 おおさわの 61 高齢者(通所介護)

ケアマネジメント みんなの輪おおさわの 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

ケアマネジメント みんなの輪おおみや 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

ケアマネジメント みんなの輪高屋敷 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスみんなの輪 おおみや 88 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービスみんなの輪 高屋敷 88 高齢者(地域密着型通所介護)

はるかぜの丘 102 高齢者(有料老人ホーム)

みんなの家高屋敷 102 高齢者(有料老人ホーム)

はるかぜホーム 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

むらい食品㈱ 月岡デイサービスセンター やまゆり 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

月岡デイサービスセンター やまゆり 26 障害(生活介護)

月岡デイサービスセンター やまゆり 29 障害(自立訓練(機能訓練))

月岡デイサービスセンター やまゆり 88 高齢者(地域密着型通所介護)

小規模多機能ホーム 和み家花芙蓉 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホームときわ木の里 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホーム花芙蓉 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホームやまゆり 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

月岡デイサービスセンター やまゆり 107 富山型デイサービス

㈱Ｍｅｄｉ　Ｙｅｓ 訪問看護ステーション ラーレ 101 高齢者(訪問看護ステーション)

㈱メディカルケア メディカルケアステーション 呉羽 54 高齢者(訪問介護)

メディカルケアステーション 56 高齢者(訪問介護)

ケアコミュニティーひめの 70 高齢者(福祉用具貸与)

ケアコミュニティーひめの 72 高齢者(特定福祉用具販売)

まきの居宅介護支援事業所 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

ケアホームなかそね 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ケアホームまきの（休止中） 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ケアホームあお 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ケアホームあきもと 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ケアホームほりおか 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ケアホームなかそね 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ケアホームあお 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ケアホームほりおか 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

メディカルケア 訪問看護ステーション 100 高齢者(訪問看護ステーション)

ケアコミュニティまるとみ 102 高齢者(有料老人ホーム)

ケアコミュニティしんせい 103 高齢者(有料老人ホーム)

ケアホームあきもと 103 高齢者(有料老人ホーム)

メディカル・ケア・サービス㈱ 愛の家グループホーム 高岡美幸 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

メディカル・ケア・サービス東海㈱ 愛の家グループホーム 南砺福光 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱メディペック ㈱メディペック富山営業所 69 高齢者(福祉用具貸与)

㈱メディペック富山営業所 71 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱モデスト おあしす訪問介護事業所 55 高齢者(訪問介護)

デイサービスおあしす中島 61 高齢者(通所介護)

居宅介護支援事業所おあしす （休止中） 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

有料老人ホームおあしす 102 高齢者(有料老人ホーム)

㈱ＭＯＮＯＬＩＴＨ キッズルームびすけっと 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

八雲インズ㈱ ケアーズ訪問看護リハビリ ステーション富山インター 100 高齢者(訪問看護ステーション)

藪工業㈱ クララのおてつだい 70 高齢者(福祉用具貸与)

クララのおてつだい 72 高齢者(特定福祉用具販売)

山口ハウステクノ㈱ 山口ハウステクノ㈱ 69 高齢者(福祉用具貸与)

山口ハウステクノ㈱ 71 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱ヤマシタコーポレーション ㈱ヤマシタコーポレーション 富山営業所 69 高齢者(福祉用具貸与)

㈱ヤマシタコーポレーション 富山営業所 71 高齢者(特定福祉用具販売)

㈱やらんまいけ富山 やらんまいけ富山 32 障害(就労継続支援A型)

㈱YUA 訪問看護ステーション なないろ 100 高齢者(訪問看護ステーション)

㈱祐 デイサービスセンター花はな 88 高齢者(地域密着型通所介護)
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㈱結 介護サポート結 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈱ＹＵＵ 訪問看護ステーション おうちへ帰ろう 100 高齢者(訪問看護ステーション)

㈱ゆうきの輪 訪問看護リハビリステーション ゆうきの輪 100 高齢者(訪問看護ステーション)

㈱ＹＵＳＩＮ 樹楽高岡 62 高齢者(通所介護)

㈱ユーテック ケアタクシーあかしあ（休止中） 56 高齢者(訪問介護)

㈱ゆずリハビリ デイサービス ゆずリハビリいみず 91 高齢者(地域密着型通所介護)

ゆた吉㈱ リハ楽とやま 88 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱ユニティ キッズルームたまご 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

キッズルームひよこ 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

ユニバーサル㈱ 訪問介護ステーション あいの風　二上事業所 56 高齢者(訪問介護)

訪問介護ステーション あいの風新湊事業所 57 高齢者(訪問介護)

ケアホーム二上あいの風 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

ケアホーム二上あいの風 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ケアホーム小矢部あいの風 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ケアホーム新湊あいの風 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ケアホーム二上あいの風 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ケアホーム小矢部あいの風 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ケアホーム新湊あいの風 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ケアホーム舟橋あいの風 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ケアホーム立山あいの風 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

あいの風 訪問看護ステーション 101 高齢者(訪問看護ステーション)

介護あんしんアパート ケアホーム小矢部あいの風 103 高齢者(有料老人ホーム)

ケアホーム新湊あいの風 104 高齢者(有料老人ホーム)

ユニバーサルトラスト㈱ 居宅介護支援事業所 あいの風呉羽事業所 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

居宅介護支援事業所 あいの風新湊事業所 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

ケアホーム国吉あいの風 (休止中) 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

ケアホーム国吉あいの風 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

ケアホーム国吉あいの風 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

とやまケアセンターそよ風 61 高齢者(通所介護)

とやまケアセンターそよ風 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

とやまケアセンターそよ風 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱夢人 デイサービスゆめと 88 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱ゆりかご 訪問看護ステーション ゆりかご 100 高齢者(訪問看護ステーション)

㈱よつば ヘルパーステーションよつば 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ヘルパーステーションよつば 55 高齢者(訪問介護)

㈱ＬＩＦＥ 太陽 33 障害(就労継続支援A型)

ライフ㈱ 福祉用具レンタルあいの風 70 高齢者(福祉用具貸与)

福祉用具レンタルあいの風 72 高齢者(特定福祉用具販売)

ライフ・クリエイト㈱ リハビリ・デイサービス たかおか 89 高齢者(地域密着型通所介護)

リハビリ・デイサービスとなみ 90 高齢者(地域密着型通所介護)

リハビリ・デイサービスおやべ 90 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱ライフケアシステム シルバーホーム二上あいの風 103 高齢者(有料老人ホーム)

㈱ライフパートナー 訪問介護事業所 ライフパートナー 55 高齢者(訪問介護)

アーバンハイツ２１　陽だまりの里 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

らいふ花花㈱ 花花介護ステーション (休止中) 55 高齢者(訪問介護)

㈱来夢 リハ・ハウス来夢 56 高齢者(訪問介護)

リハ・ハウス来夢 63 高齢者(通所介護)

リハ・ハウス来夢 居宅介護支援事業所 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

リハ・ハウス来夢 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱楽笑 楽笑訪問介護事業所(休止中) 55 高齢者(訪問介護)

かえるの楽笑 61 高齢者(通所介護)

楽笑居宅介護支援事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

あ～楽笑デイサービス (休止中) 88 高齢者(地域密着型通所介護)

かえるの楽笑 107 富山型デイサービス

㈱ＬＥＡＴ さくらんぼ 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

㈱りぼん ディサービスりぼん 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

㈱リレーション グループホーム柳瀬の家 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈱ルミエール 株式会社ルミエール 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

㈱ユニマット リタイアメント・
コミュニティ
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法人名 施設・事業所名 頁 区分

㈱ルミエール 株式会社ルミエール 21 障害(行動援護)

株式会社ルミエール 41 障害(移動支援)

株式会社ルミエール 55 高齢者(訪問介護)

㈱レストハウスサンエール 太陽の庵 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

㈱わくわくプランニング サービス付き高齢者向け住宅 喜楽庵 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈱和田商店 デイサービスセンター みなみの風（休止中） 88 高齢者(地域密着型通所介護)

㈱笑ひ 笑ひ訪問介護 55 高齢者(訪問介護)

笑ひデイサービス 61 高齢者(通所介護)

㈱ＷＡＷＡ ７ポケット 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

話々 32 障害(就労継続支援A型)

分々 32 障害(就労継続支援A型)

和々 32 障害(就労継続支援A型)

和々 35 障害(就労継続支援B型)

るーぷ・るーぷ 39 障害(相談支援事業所)

（６）有限会社・合資会社・合同会社
法人名 施設・事業所名 頁 区分

㈲アイエムピイ サービス付高齢者住宅 こうなんの家 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈲愛語会 デイサービスはまなす 91 高齢者(地域密着型通所介護)

入善訪問看護ステーション 101 高齢者(訪問看護ステーション)

デイサービスセンター はまなす 109 富山型デイサービス

㈲あいサポート 婦中東地域包括支援センター 49 高齢者(地域包括支援センター)

ちゅらさんヘルパーステーション （休止中） 52 高齢者(訪問介護)

ちゅらさん 婦中デイサービスセンター 59 高齢者(通所介護)

ちゅらさん 居宅介護支援事業所 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

ちゅらさん デイサービスセンター 86 高齢者(地域密着型通所介護)

シニアプライベートハウス ちゅらさん婦中 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈲あおぞら あおぞら居宅介護支援事業所 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

グループホームあおぞら 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

グループホームあおぞら 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈲アクセス トータルサポートライトブレイン 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

トータルサポートライトブレインふたくち校 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

トータルサポートライトブレイン 堀川 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

㈲朝日ケア あさひホーム 52 高齢者(訪問介護)

あさひホーム 59 高齢者(通所介護)

老人介護事業所あさひホーム 居宅介護支援事業所 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

あさひホーム吉作 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

あさひホーム 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

あさひホーム吉作 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

あさひ荘 101 高齢者(有料老人ホーム)

㈲あじさいの家 デイサービスセンター あじさいの家（休止中） 86 高齢者(地域密着型通所介護)

㈲あゆみ ㈲あゆみ 58 高齢者(訪問入浴介護)

㈲あゆみ入善営業所 58 高齢者(訪問入浴介護)

㈲アロマ 赤いふうせん 富山型デイサービス 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

赤いふうせんメルヘン 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

赤いふうせんクレヨン 24 障害(短期入所)

赤いふうせん 富山型デイサービス 28 障害(生活介護)

赤いふうせんメルヘン 28 障害(生活介護)

赤いふうせん 富山型デイサービス 29 障害(自立訓練(機能訓練))

赤いふうせんメルヘン 29 障害(自立訓練(機能訓練))

赤いふうせん 富山型デイサービス 30 障害(自立訓練(生活訓練))

赤いふうせんメルヘン 30 障害(自立訓練(生活訓練))

赤いふうせんクレヨン 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

赤いふうせん 富山型デイサービス 65 高齢者(通所介護)

赤いふうせんメルヘン 65 高齢者(通所介護)

アロマ社会福祉士事務所 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

赤いふうせんクレヨン 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

赤いふうせん 富山型デイサービス 109 富山型デイサービス
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㈲アロマ 赤いふうせんメルヘン 109 富山型デイサービス

㈲伊勢彦 小規模多機能居宅介護 森の住まい 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホーム森の住まい 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

サービス付き高齢者向け賃貸住宅　森の住まい 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈲礒信家具 いそべ家具デイサービス未来 88 高齢者(地域密着型通所介護)

㈲磯辺家具店 ㈲磯辺家具店 70 高齢者(福祉用具貸与)

㈲磯辺家具店 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈲隠居くらぶ デイサービス隠居くらぶ 27 障害(生活介護)

デイサービス隠居くらぶ 63 高齢者(通所介護)

居宅介護支援センター優悠 （休止中） 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

ケアステーション優悠 99 高齢者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

サービス付高齢者住宅優悠庵 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈲ウエルカム デイサービスやまやまハウス 65 高齢者(通所介護)

やまやまハウス 居宅介護支援事業所 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈲エーアン・ティ あすケアとやま 訪問介護事業所 52 高齢者(訪問介護)

あすケアとやま 居宅介護支援事業所 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈲エーエス デイーサービス高園 86 高齢者(地域密着型通所介護)

㈲笑顔の会 ㈲笑顔の会 58 高齢者(訪問入浴介護)

㈲お達者くらぶ 放課後等デイサービスほっぷ・すてっぷ 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

デイサービスセンター お達者くらぶ小摺戸 65 高齢者(通所介護)

デイサービス お達者くらぶ中新 89 高齢者(地域密着型通所介護)

㈲カーム 訪問介護事業所白寿 57 高齢者(訪問介護)

白寿の里　射水 103 高齢者(有料老人ホーム)

㈲紙ふうせん 紙ふうせん 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

㈲紙ふうせん 52 高齢者(訪問介護)

㈲カルナ 牛田接骨院デイサービス結 90 高齢者(地域密着型通所介護)

㈲喜文 デイサービスセンター喜文 86 高齢者(地域密着型通所介護)

㈲グランエシト ㈲グランエシト介護事業部 ひなた富山営業所(休止中) 69 高齢者(福祉用具貸与)

㈲グランエシト介護事業部 ひなた富山営業所(休止中) 71 高齢者(特定福祉用具販売)

㈲クレア サコージュ　みずほ 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈲ケアサポート・まき ケアサポート・まき西二俣 59 高齢者(通所介護)

ケアサポート・まき吉作 59 高齢者(通所介護)

半日型デイサービス ケアサポート・まき北代 86 高齢者(地域密着型通所介護)

㈲ケアステーションラポール ケアステーションラポール 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ケアステーションラポール 52 高齢者(訪問介護)

ケアステーションラポール 居宅介護支援事業所（休止中） 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスゆずり葉 86 高齢者(地域密着型通所介護)

ライフケア　ゆずり葉 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈲Ｃａｒｅ　Ｒｉｓｅ 通所介護あい 59 高齢者(通所介護)

ショートステイ楓和 68 高齢者(短期入所生活介護)

機能訓練対応型 デイサービス蛍和 86 高齢者(地域密着型通所介護)

ヘルパーステーション マーガレット 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ヘルパーステーション マーガレット 52 高齢者(訪問介護)

デイサービスマーガレット 59 高齢者(通所介護)

プランセンターマーガレット 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

ナースステーション マーガレット 99 高齢者(訪問看護ステーション)

㈲コクエー ヘルパーステーションコクエー 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ヘルパーステーションコクエー 21 障害(同行援護)

ヘルパーステーションコクエー 41 障害(移動支援)

ヘルパーステーションコクエー 53 高齢者(訪問介護)

㈲コクエー 68 高齢者(福祉用具貸与)

㈲ＫＯＮＩＳＨＩ ヘルパーステーション ありがとうホーム 53 高齢者(訪問介護)

デイサービスセンター ありがとうホーム長江 86 高齢者(地域密着型通所介護)

ありがとうホーム長江 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈲コリドー デイサービスセンター １・２の３ 59 高齢者(通所介護)

コリドー居宅介護支援事業所 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

中川原の家デイサービス 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

グループホーム中川原の家 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈲こいずみエイジングくらぶ
（ケアグループマーガレット）

－ 171 －



法人名 施設・事業所名 頁 区分

㈲コリドー デイサービスセンター １・２の３ 106 富山型デイサービス

㈲西条ヘルスケアサービス 鶴亀荘 63 高齢者(通所介護)

㈲西条ヘルスケアサービス 70 高齢者(福祉用具貸与)

㈲西条ヘルスケアサービス 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈲斉藤商店 斉藤商店おやべ 33 障害(就労継続支援A型)

㈲さくらい デイサービスさくらい 63 高齢者(通所介護)

ホームさくらい通所介護 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

ホームさくらい 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈲サクラギ ショートステイもなみ 68 高齢者(短期入所生活介護)

もなみ 指定居宅介護支援事業所 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

シニアライフもなみ 102 高齢者(有料老人ホーム)

㈲サンテック ㈲サンテック 71 高齢者(特定福祉用具販売)

㈲七宝 居宅介護支援事業所さとの家 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈲尚栄 海老江サービス付高齢者向け住宅 106 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈲シンシア デイサービスセンターシンシア 63 高齢者(通所介護)

㈲真成 訪問介護ステーション ファミリーハンズ 56 高齢者(訪問介護)

訪問介護 ファミリーハンズ米沢 58 高齢者(訪問介護)

デイサービス和 63 高齢者(通所介護)

三日市デイサービスまちなか 63 高齢者(通所介護)

居宅介護支援センター真成 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

しんせいそよ風 103 高齢者(有料老人ホーム)

ひかりの里 103 高齢者(有料老人ホーム)

有料老人ホームしんせい滑川 103 高齢者(有料老人ホーム)

しんせい花の丘 103 高齢者(有料老人ホーム)

しんせい三日市 103 高齢者(有料老人ホーム)

㈲スマイル・か～ぷ デイサービス萩の里ぬくもり 60 高齢者(通所介護)

青鳥寺㈲ 青鳥寺デイサービスセンター 60 高齢者(通所介護)

青鳥寺居宅介護支援事業所 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈲セルフケアサポート ヘルパーステーション金泉寺 53 高齢者(訪問介護)

デイサービス金泉寺 60 高齢者(通所介護)

居宅介護支援事業所金泉寺 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービス北の杜 87 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービス婦中の家 87 高齢者(地域密着型通所介護)

グループホーム婦中の家 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホーム水橋の家 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループハウスまめな家 生活支援ハウス 102 高齢者(有料老人ホーム)

有料老人ホーム北の杜 102 高齢者(有料老人ホーム)

有料老人ホーム婦中の家 102 高齢者(有料老人ホーム)

サコージュー金泉寺 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈲千石ケアサービス ㈲千石ケアサービス 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

千石ケアサービス 53 高齢者(訪問介護)

千石ケアサービス 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

ソーロング㈲ 上冨居ホーム(休止中) 53 高齢者(訪問介護)

㈲タイアップ ヘルパーセンタータイアップ 56 高齢者(訪問介護)

有料老人ホーム北山 103 高齢者(有料老人ホーム)

㈲高野在宅介護支援開発 高野接骨院 デイサービスきらきら 63 高齢者(通所介護)

㈲タカラ福祉企画 ㈲タカラ福祉企画 70 高齢者(福祉用具貸与)

㈲タカラ福祉企画 72 高齢者(特定福祉用具販売)

タカラ福祉企画 居宅介護支援事業所 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈲滝川 ケアホームひまわり 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホームひまわり 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

訪問看護ステーションひまわり 100 高齢者(訪問看護ステーション)

㈲竹島 サービス付き高齢者向け住宅 たけしま 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

㈲中央ケアーサポート ㈲中央ケアーサポート 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

㈲中央ケアーサポート 53 高齢者(訪問介護)

㈲津田医療器 ㈲津田医療器 69 高齢者(福祉用具貸与)

㈲津田医療器 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈲デイサービスセンターもみじ ㈲デイサービスセンター もみじ 87 高齢者(地域密着型通所介護)
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㈲テックみなみ ふくし百選テックみなみ 69 高齢者(福祉用具貸与)

ふくし百選テックみなみ 71 高齢者(特定福祉用具販売)

㈲トーカイシステム そよ風ホーム 63 高齢者(通所介護)

そよ風ホーム 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈲のむら 白岩川有料老人ホーム 102 高齢者(有料老人ホーム)

日方江有料老人ホーム 102 高齢者(有料老人ホーム)

㈲ハウズケアトナミ ㈲ハウズケアトナミ 70 高齢者(福祉用具貸与)

㈲ハウズケアトナミ 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈲ハシモト 居宅介護支援事業所 かけはし 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

八光エステイト㈲ パティオしらゆり 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

パティオしらゆり 89 高齢者(地域密着型通所介護)

パティオしらゆり 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホームあさひ 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈲ハピネス デイサービスちょうろく 89 高齢者(地域密着型通所介護)

㈲ハル 民間デイサービスひまわり 65 高齢者(通所介護)

居宅介護支援事業所 ひまわり 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

民間デイサービスひまわり 109 富山型デイサービス

㈲ひすいの里 ひすいの里 デイサービスセンター(休止中) 65 高齢者(通所介護)

㈲日和 デイサービスひより鵜坂 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

デイサービスひより鵜坂 26 障害(生活介護)

デイサービスひより鵜坂 29 障害(自立訓練(機能訓練))

ヘルパーステーション鵜坂 54 高齢者(訪問介護)

居宅介護支援事業所ひより 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

認知症デイサービス日和野 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

デイサービスひより鵜坂 87 高齢者(地域密着型通所介護)

小規模多機能ホーム日和野 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループホーム日和野 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

ひより 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

サービス付高齢者向け住宅 グレイス鵜坂 104 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

デイサービスひより鵜坂 107 富山型デイサービス

㈲ファーテル ふれあい工房 61 高齢者(通所介護)

㈲フィールド デイサービスいちご 90 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービスいちご 108 富山型デイサービス

㈲福祉の里 デイホーム福祉の里 61 高齢者(通所介護)

デイホーム福祉の里 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

サロンふくふく 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

㈲福来老 福来老・米沢 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

福来老 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

福来老・米沢 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

福来老・米沢 109 富山型デイサービス

㈲ブルーム 訪問介護事業所 かがやき魚津 56 高齢者(訪問介護)

居宅介護支援事業所 かがやき魚津 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈲ヘルパーサービスセンター高岡 ㈲ヘルパーサービスセンター 高岡 56 高齢者(訪問介護)

㈲北陸アーム・サービス ㈲北陸アーム・サービス 70 高齢者(福祉用具貸与)

㈲北陸アーム・サービス 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈲北陸ケアサービス ㈲北陸ケアサービス 69 高齢者(福祉用具貸与)

㈲北陸ケアサービス黒部店 70 高齢者(福祉用具貸与)

㈲北陸ケアサービス 71 高齢者(特定福祉用具販売)

㈲北陸ケアサービス黒部店 72 高齢者(特定福祉用具販売)

デイサービス春日の郷 91 高齢者(地域密着型通所介護)

グループホーム春日の郷 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈲ホッパン 訪問介護ステーションことほぎ 57 高齢者(訪問介護)

居宅介護支援事業所ことほぎ 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

ことほぎの里 103 高齢者(有料老人ホーム)

㈲まいけ なごなるの家 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

なごなるの家 26 障害(生活介護)

なごなるの家 29 障害(自立訓練(機能訓練))

なごなるの家 30 障害(自立訓練(生活訓練))

－ 173 －



法人名 施設・事業所名 頁 区分

㈲まいけ なごなるの家 88 高齢者(地域密着型通所介護)

なごなるの家 107 富山型デイサービス

㈲まめの木 デイサービスまめの木 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

デイサービスまめの木 26 障害(生活介護)

デイサービスまめの木 30 障害(自立訓練(生活訓練))

まめの木介護相談所 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスまめの木 88 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービスまめの木 107 富山型デイサービス

㈲マルチメディアネットワーク コミュニティケア 56 高齢者(訪問介護)

リゾートビラ雨晴 103 高齢者(有料老人ホーム)

㈲美里会 ぶどうの木桜町デイサービス 65 高齢者(通所介護)

ぶどうの木デイサービス 65 高齢者(通所介護)

ぶどうの木 居宅介護支援事業所 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

㈲緑の丘 グループホームこちどり 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホームみどりの丘 95 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈲宮下工業所 在宅介護サービスセンター すずらん 56 高齢者(訪問介護)

認知症対応型 グループホームすずらん 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈲みらい倶楽部 ヘルパーセンターみらい 54 高齢者(訪問介護)

デイサービスセンター 「夢・元気」 61 高齢者(通所介護)

居宅介護支援事業所みらい 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

あかえ 102 高齢者(有料老人ホーム)

有料老人ホーム東富山 102 高齢者(有料老人ホーム)

㈲めぐみ 赤田居宅介護支援事業所 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

赤田デイサービスめぐみ 91 高齢者(地域密着型通所介護)

赤田デイサービスめぐみ 109 富山型デイサービス

㈲メディカル商会 ㈲メディカル商会 69 高齢者(福祉用具貸与)

㈲メディカル商会 71 高齢者(特定福祉用具販売)

㈲メリメントケアサービス メリメントケアサービス 居宅介護支援事業所 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

吉田内科クリニック ホームヘルプサービス㈲ 55 高齢者(訪問介護)

吉田内科クリニック デイサービスセンター｢あゆみ｣ 61 高齢者(通所介護)

吉田内科クリニック ホームヘルプサービス㈲ 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

ディサービス梨の花 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

㈲よつばのクローバー デイサービス よつばのクローバー 88 高齢者(地域密着型通所介護)

㈲ライフサポートあおい 在宅介護あおい 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

在宅介護あおい 55 高齢者(訪問介護)

㈲ライフ・ハウス　ちむぐりさ かりゆしヘルパーステーション 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

グループホームかりゆし 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

ちむぐりさ 39 障害(相談支援事業所)

かりゆし ヘルパーステーション 55 高齢者(訪問介護)

ライフ・ハウスかりゆし 88 高齢者(地域密着型通所介護)

ライフ・ハウスかりゆし 107 富山型デイサービス

㈲リアン 生活支援ハウスふるさと 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

生活支援ハウスふるさと 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

㈲リバース工房 ライフサポート笑 70 高齢者(福祉用具貸与)

ライフサポート笑 72 高齢者(特定福祉用具販売)

㈲わか木 ファミリーサポートハウス わか木 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

ファミリーサポートハウス わか木 26 障害(生活介護)

ファミリーサポートハウス わか木 89 高齢者(地域密着型通所介護)

訪問看護ステーション わか木 100 高齢者(訪問看護ステーション)

ファミリーサポートハウス わか木 108 富山型デイサービス

(資)シンフォニー デイサービスシンフォニー (休止中) 87 高齢者(地域密着型通所介護)

(資)富山総合福祉研究所 富山総合福祉研究所 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

アスイコ(同) そら 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

ソラ 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

SORA 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

そら 39 障害(相談支援事業所)

(同)あっかり あっかり介護サービス 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

あっかり介護サービス 21 障害(同行援護)

吉田内科クリニックホームヘルプ
サービス㈲
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(同)あっかり あっかり介護サービス 55 高齢者(訪問介護)

(同)イーグル つばさ 32 障害(就労継続支援A型)

(同) 一歩一会 Ｃ’ｓ4 31 障害(就労移行支援)

(同)いなほ会 訪問介護ステーション ひばり 57 高齢者(訪問介護)

訪問看護ステーションこまち 101 高齢者(訪問看護ステーション)

いなほの里 103 高齢者(有料老人ホーム)

(同)縁 縁 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

介護タクシーくまさん(同) ホームヘルプくまさん 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ホームヘルプくまさん 56 高齢者(訪問介護)

(同)合掌園 訪問看護ステーション　のどか 99 高齢者(訪問看護ステーション)

(同)ケアサポートつむぎ ケアサポートつむぎ 83 高齢者(居宅介護支援事業所)

(同)ケアサポートひふみ ヘルパーステーションひふみ 55 高齢者(訪問介護)

ひふみ居宅介護支援事業所 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

(同)ケアリング まめふく在宅支援センター 73 高齢者(居宅介護支援事業所)

(同)サポートハウス牧さん家 (同)サポートハウス牧さん家 53 高齢者(訪問介護)

(同)サポートハウス牧さん家 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

(同)サンセール ＣＯＣＯＲＯ 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

(同)スマイルハートかどや 訪問介護センターかどや 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

訪問介護センターかどや 22 障害(同行援護)

ケアプランセンター輝 40 障害(相談支援事業所)

訪問介護センターかどや 57 高齢者(訪問介護)

ケアプランセンター輝(休止中) 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

(同)だいもん だいもん訪問看護ステーション 101 高齢者(訪問看護ステーション)

(同)とわ ライフケアとわ 56 高齢者(訪問介護)

廣上介護支援専門員事業所(同) 廣上介護支援専門員 事業所(同) 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

(同)ＦＥＬＬＯＷＳＨＩＰ オーシャン 32 障害(就労継続支援A型)

さんらいず 32 障害(就労継続支援A型)

(同)プロデュースワン (同)プロデュースワン 69 高齢者(福祉用具貸与)

(同)プロデュースワン 71 高齢者(特定福祉用具販売)

(同)結 結リハビリ 訪問看護ステーション 101 高齢者(訪問看護ステーション)

(同)友和会 居宅介護支援事業所さくら 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

(同)リオン リハビリデイサービスりおん 88 高齢者(地域密着型通所介護)

（７）特定非営利活動法人
法人名 施設・事業所名 頁 区分

NPO法人 あいの風 ＮＰＯ法人あいの風 90 高齢者(地域密着型通所介護)

特定非営利活動法人 あいの風 108 富山型デイサービス

NPO法人 愛和報恩会 地域共働作業所報恩の家 31 障害(就労移行支援)

地域共働作業所報恩の家 32 障害(就労継続支援A型)

地域共働作業所報恩の家 33 障害(就労継続支援B型)

地域協働作業所未来 33 障害(就労継続支援B型)

こころの学校富山北 37 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

こころの学校八尾 37 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

相談支援事業所希望のとびら 38 障害(相談支援事業所)

NPO法人 あかりハウス あかりハウス 24 障害(生活介護)

あかりハウス 33 障害(就労継続支援B型)

NPO法人 あすなろ倶楽部 あすなろ倶楽部 35 障害(就労継続支援B型)

NPO法人 あすなろ滑川 あすなろ滑川 35 障害(就労継続支援B型)

はなみずき 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

NPO法人 ありがた家 デイサービスありがた家 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

デイサービスありがた家 24 障害(生活介護)

デイサービスありがた家 29 障害(自立訓練(機能訓練))

デイサービスありがた家 30 障害(自立訓練(生活訓練))

相談支援事業所ありがた家 38 障害(相談支援事業所)

デイサービスありがた家 86 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービスありがた家 106 富山型デイサービス

NPO法人 ありがとうの家　 ありがとうの家 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

ありがとうの家 24 障害(生活介護)
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NPO法人 ありがとうの家　 ありがとうの家 30 障害(自立訓練(生活訓練))

ありがとうの家 86 高齢者(地域密着型通所介護)

ありがとうの家 106 富山型デイサービス

NPO法人 ありそ あおぞら苑 91 高齢者(地域密着型通所介護)

NPO法人 ありみね ありみね 86 高齢者(地域密着型通所介護)

ありみね 106 富山型デイサービス

NPO法人 憩いの家 ＮＰＯ法人憩いの家 35 障害(就労継続支援B型)

いちにのさんぽ練合 40 障害(相談支援事業所)

いちにのさんぽ 居宅介護支援事業所 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

いちにのさんぽデイサービス 90 高齢者(地域密着型通所介護)

いちにのさんぽ練合 90 高齢者(地域密着型通所介護)

いちにのさんぽデイサービス 109 富山型デイサービス

いちにのさんぽ練合 109 富山型デイサービス

NPO法人 ウェルネット 富山型デイサービスふく福 88 高齢者(地域密着型通所介護)

富山型デイサービスふく福 107 富山型デイサービス

NPO法人 宇奈月自立塾 自立援助ホームうなづき 1 児童(自立援助ホーム)

NPO法人 えいぶる 生活工房おはな 26 障害(生活介護)

高福レストラン・えいぶる 33 障害(就労継続支援A型)

ごはんかふぇ夢苺 33 障害(就労継続支援A型)

作業工房えいぶる 35 障害(就労継続支援B型)

NPO法人 えがおでねぃ ＮＰＯ法人 えがおでねぃ 86 高齢者(地域密着型通所介護)

えがおでねぃ 106 富山型デイサービス

NPO法人 えん NPO法人えん 居宅介護支援事業所 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

NPO法人 大きな手小さな手 とやま型デイサービス 大きな手小さな手 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

とやま型デイサービス 大きな手小さな手 24 障害(生活介護)

とやま型デイサービス 大きな手小さな手 29 障害(自立訓練(機能訓練))

とやま型デイサービス 大きな手小さな手 86 高齢者(地域密着型通所介護)

とやま型デイサービス 大きな手小さな手 106 富山型デイサービス

NPO法人 太田ひまわり 太田ひまわり 33 障害(就労継続支援B型)

NPO法人 おらとこ デイサービスセンターおらとこ 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

デイサービスセンターおらとこ 24 障害(生活介護)

デイサービスセンターおらとこ 29 障害(自立訓練(機能訓練))

デイサービスセンターおらとこ 30 障害(自立訓練(生活訓練))

おらとことんとん夢工房 33 障害(就労継続支援B型)

デイサービスセンターおらとこ 86 高齢者(地域密着型通所介護)

小規模多機能ホーム おらとこ東 91 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

小規模多機能ホーム おらとこ若竹 91 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

小規模多機能型居宅介護事業所おらとこ東 106 富山型デイサービス

デイサービスセンター おらとこ 106 富山型デイサービス

NPO法人 かがやき きらめき介護サービス 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

きらめき介護サービス 55 高齢者(訪問介護)

きらめき居宅介護支援事業所 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

NPO法人 かみいち福祉の里 ショートステイお茶の間 24 障害(短期入所)

知的障害者 グループホームお茶の間 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

グループホームかみいち 福祉の里デイサービス 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

デイサービスお茶の間 91 高齢者(地域密着型通所介護)

グループホーム かみいち福祉の里 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

デイサービスお茶の間 109 富山型デイサービス

NPO法人 かもめのノート ＮＰＯ法人かもめのノート 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ＮＰＯ法人かもめのノート 21 障害(行動援護)

ＮＰＯ法人かもめのノート 21 障害(同行援護)

ＮＰＯ法人かもめのノート 41 障害(移動支援)

NPO法人 川の音 デイサービス川の音 86 高齢者(地域密着型通所介護)

NPO法人 木ここち 居宅介護支援事業所　 木ここち 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

グループホーム木ここち 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

NPO法人 教育研究所 多機能型事業所にいかわ 31 障害(就労移行支援)

多機能型事業所にいかわ 35 障害(就労継続支援B型)

NPO法人 くるみ 多機能型サービスらら・こぱん 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

NPO法人
いちにのさんぽデイサービス
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NPO法人 くるみ チャイルドサポートこぱん 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

ホームヘルプサービスこぱん 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ホームヘルプサービスこぱん 21 障害(行動援護)

Beeこぱん 26 障害(生活介護)

NPO法人 ケアマネジメントかがやき ケアサポートきらり 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

NPO法人 ケアマネジメント結 ＮＰＯ法人ケアマネジメント結 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

NPO法人 元・気・楽 デイサービス元・気・楽 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

デイサービス元・気・楽 28 障害(生活介護)

デイサービス元・気・楽 29 障害(自立訓練(機能訓練))

デイサービス元・気・楽 30 障害(自立訓練(生活訓練))

元・気・楽居宅介護支援事業所 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービス元・気・楽 91 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービス元・気・楽 109 富山型デイサービス

NPO法人 公清会 相談支援ステラ 40 障害(相談支援事業所)

NPO法人 紅梅 グループホーム小矢部藤森 97 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

NPO法人 工房あおの丘 のびのbe-サポートあおの丘 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

工房あおの丘（休止中） 22 障害(同行援護)

工房あおの丘 28 障害(生活介護)

工房あおの丘 30 障害(自立訓練(生活訓練))

ラヴォーロあおの丘New 33 障害(就労継続支援A型)

工房あおの丘 36 障害(就労継続支援B型)

工房あおの丘 40 障害(相談支援事業所)

NPO法人 工房ジョ･イン ＮＰＯ法人工房ジョ・イン 35 障害(就労継続支援B型)

NPO法人 コーポラティブハウス木の実 ケアサポート木の実 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービス木の実 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

NPO法人 こころみの郷 障害者就労継続支援 Ｂ型事業所こころみ 34 障害(就労継続支援B型)

NPO法人 さくらの家矢木 さくらの家矢木 居宅介護支援事業所 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

さくらの家矢木 90 高齢者(地域密着型通所介護)

さくらの家矢木 108 富山型デイサービス

NPO法人 ささえ愛 ヘルパーステーションささえ愛 53 高齢者(訪問介護)

ヘルパーステーション ささえ愛入善 58 高齢者(訪問介護)

NPO法人 しおんの家 デイサービスしおんの家 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

ホームヘルプサービス しおんの家 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

しおんの家 22 障害(短期入所)

デイサービスしおんの家 25 障害(生活介護)

デイサービスしおんの家 29 障害(自立訓練(機能訓練))

デイサービスしおんの家 30 障害(自立訓練(生活訓練))

グループホーム しおんの家・愛 37 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

ホームヘルプサービス しおんの家 41 障害(移動支援)

ホームヘルプサービス しおんの家 53 高齢者(訪問介護)

しおんの家 68 高齢者(短期入所生活介護)

しおんの家 居宅介護支援事業所 74 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスしおんの家・愛 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

認知症ディサービスさふらん 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

デイサービスしおんの家 87 高齢者(地域密着型通所介護)

グループホーム しおんの家・愛 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホーム しおんの家・望 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

デイサービスしおんの家 106 富山型デイサービス

NPO法人 Ｊａｍ 生活サポートCo-co 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

生活サポートCo-co 21 障害(行動援護)

自立サポートJam 26 障害(生活介護)

自立サポートJam 35 障害(就労継続支援B型)

相談支援ほっとJam 39 障害(相談支援事業所)

NPO法人 障がい者生活支援ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌﾚﾝｽﾞ富山 ルンルン 21 障害(同行援護)

NPO法人  自立生活支援センター富山 自立生活支援センター富山 39 障害(相談支援事業所)

富山生きる場センター 42 障害(地域活動支援センターⅢ型)

NPO法人 神通さくら野会 サポートハウス神通さくら野 60 高齢者(通所介護)

サポートハウス神通さくら野 106 富山型デイサービス
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NPO法人 すこやか２６ すこやか２６ 35 障害(就労継続支援B型)

すこやか２６相談支援事業所 39 障害(相談支援事業所)

NPO法人 すずかぜ工房 すずかぜ工房 34 障害(就労継続支援B型)

すずかぜ工房（従） 34 障害(就労継続支援B型)

デイサービス金さん銀さん 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

グループホーム 天神金さん銀さん 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホーム 沖田金さん銀さん 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホーム 柳原金さん銀さん 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホーム 荻生金さん銀さん 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホーム 東狐金さん銀さん 98 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

NPO法人 立山WAいいちゃ ピアヘルパーステーション いいちゃS 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

デイサービスいい茶家 28 障害(生活介護)

デイサービスいい茶家 29 障害(自立訓練(機能訓練))

デイサービスいい茶家 30 障害(自立訓練(生活訓練))

デイサービスいい茶家 91 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービスいい茶家 109 富山型デイサービス

NPO法人ＴＥＡＭ ａｐｐｒｅｃｉａｔｅ ジョブスクールさくらだに 31 障害(就労移行支援)

ジョブスクールさくらだに 34 障害(就労継続支援B型)

わくわくファームきらり 28 障害(生活介護)

わくわくファームきらり 30 障害(自立訓練(生活訓練))

わくわくファームきらり 31 障害(就労移行支援)

わくわくファームきらり 36 障害(就労継続支援B型)

グループホームスクラム 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

NPO法人 月と太陽 NPO法人月と太陽 91 高齢者(地域密着型通所介護)

月と太陽 109 富山型デイサービス

NPO法人 つくしの森 つくしの森 居宅介護支援事業所 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスつくしの森 91 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービスつくしの森 109 富山型デイサービス

NPO法人 つばさ２１ つばさ２１ 77 高齢者(居宅介護支援事業所)

NPO法人 つむぎ ひかり荘 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

富山型デイサービスまごの手 90 高齢者(地域密着型通所介護)

まごの手 108 富山型デイサービス

NPO法人 デイケアハウス手をつなごう デイケアハウス手をつなごう 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

デイケアハウス手をつなごう 26 障害(生活介護)

デイケアハウス手をつなごう 29 障害(自立訓練(機能訓練))

デイケアハウス手をつなごう 30 障害(自立訓練(生活訓練))

手をつなごう相談支援事業所 39 障害(相談支援事業所)

デイケアハウス手をつなごう 88 高齢者(地域密着型通所介護)

デイケアハウス手をつなごう 107 富山型デイサービス

NPO法人 デイサービス青空 デイサービス青空 64 高齢者(通所介護)

居宅介護支援事業所 チューリップの里（休止中） 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

このゆびとーまれ 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

デイサービス このゆびとーまれ茶屋 2 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

デイサービス このゆびとーまれ向い 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

ショートステイ このゆびとーまれ茶屋 22 障害(短期入所)

ショートステイ このゆびとーまれ向い 22 障害(短期入所)

このゆびとーまれ 25 障害(生活介護)

ショートステイ このゆびとーまれ向い 25 障害(生活介護)

デイサービス このゆびとーまれ茶屋 25 障害(生活介護)

はたらくわ 34 障害(就労継続支援B型)

相談支援事業所 このゆびとーまれ 39 障害(相談支援事業所)

デイサービス このゆびとーまれ向い 60 高齢者(通所介護)

このゆびとーまれ 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

このゆびとーまれ 87 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービス このゆびとーまれ茶屋 87 高齢者(地域密着型通所介護)

グループホーム このゆびとーまれ茶屋 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

このゆびとーまれ 106 富山型デイサービス

デイサービス このゆびとーまれ茶屋 106 富山型デイサービス

NPO法人
デイサービスこのゆびとーまれ

NPO法人
知的障害者のくらしを考える会

NPO法人
生活支援センターアットホーム新川
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NPO法人  デイサービスこのゆびとーまれ デイサービス このゆびとーまれ向い 107 富山型デイサービス

NPO法人 デイサービスわかば 花みち 63 高齢者(通所介護)

デイサービスわかば 89 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービスわかば 108 富山型デイサービス

花みち(デイサービスわかば) 108 富山型デイサービス

NPO法人 德秀会 デイサービスわしづか 91 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービスわしづか 109 富山型デイサービス

NPO法人 富山あさひ会 あさがお事業所 34 障害(就労継続支援B型)

大山福祉サークルひだまりの家 34 障害(就労継続支援B型)

デイサービスセンター ほほ笑み 64 高齢者(通所介護)

ほほ笑み 103 高齢者(有料老人ホーム)

デイサービスセンター ほほ笑み 108 富山型デイサービス

NPO法人 富山ﾀﾞﾙｸﾘｶﾊﾞﾘｰｸﾙｰｽﾞ ＯＮＥＤＡＹサポートセンター 30 障害(自立訓練(生活訓練))

NPO法人難病ネットワークとやま 難病作業所 ワークスペース・ライヴ 42 障害(身体障害者小規模作業所)

NPO法人 にぎやか にぎやか 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスかっぱ庵 84 高齢者(認知症対応型通所介護)

デイケアハウスにぎやか 87 高齢者(地域密着型通所介護)

デイケアハウスにぎやか 107 富山型デイサービス

NPO法人 のどか みんなの家のどか 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

みんなの家のどか（休止中） 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

みんなの家のどか 27 障害(生活介護)

みんなの家のどか（休止中） 56 高齢者(訪問介護)

みんなの家のどか 63 高齢者(通所介護)

みんなの家のどか 108 富山型デイサービス

NPO法人 パートナー ＮＰＯ法人パートナー 58 高齢者(訪問介護)

ＮＰＯ法人パートナー 82 高齢者(居宅介護支援事業所)

小規模多機能ホームうらら 93 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

グループハウスうらら 104 高齢者(有料老人ホーム)

NPO法人 はぁとぴあ21 アリス 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

フレンズ 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

NPO法人 ハートビート グループホーム・ハートビート 38 障害(共同生活援助(介護サービス包括型))

NPO法人 はっぴーファーム ＮＰＯ法人はっぴーファーム 33 障害(就労継続支援A型)

NPO法人 はなまる会 はなまるデイサービスセンター 61 高齢者(通所介護)

はなまるケアプランセンター 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

グループホームはなまる岩瀬 94 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

はなまる岩瀬（休止中） デイサービスセンター 107 富山型デイサービス

はなまるデイサービスセンター 107 富山型デイサービス

NPO法人 ピースマイルきらく デイサービスきらく 89 高齢者(地域密着型通所介護)

NPO法人 ぴーなっつ ぴーなっつ 18 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ぴーなっつ 21 障害(同行援護)

ぴーなっつ 26 障害(生活介護)

ぴーなっつ 41 障害(移動支援)

NPO法人 ｂ－らいふ ｂ－らいふ・きゃんぱす 幸町の家 31 障害(就労移行支援)

ｂ－らいふ・きゃんぱす たまねぎCafé 31 障害(就労移行支援)

ｂ－らいふ・かんぱにー 幸町の家 33 障害(就労継続支援A型)

ｂ－らいふ・かんぱにー とまとCafé 33 障害(就労継続支援A型)

ｂ－らいふ・きゃんぱす 幸町の家 35 障害(就労継続支援B型)

NPO法人 ビスケット ビスケット 居宅介護支援事業所 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

ビスケットデイサービス かいぐん 90 高齢者(地域密着型通所介護)

NPO法人 ひびき デイホームはなもも(休止中) 87 高齢者(地域密着型通所介護)

デイホームはなもも(休止中) 107 富山型デイサービス

NPO法人 ひまわり 巧 31 障害(就労移行支援)

巧 32 障害(就労継続支援A型)

ひまわり 34 障害(就労継続支援B型)

NPO法人 ヒューマックス ヒューマックス 居宅介護支援事業所 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

グループホーム島尾の家 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

グループホーム堀田の家 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

宮田の家 85 高齢者(認知症対応型通所介護)

NPO法人
富山県在宅生活支援センター
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法人名 施設・事業所名 頁 区分

NPO法人 ヒューマックス デイサービス宙の家 89 高齢者(地域密着型通所介護)

グループホーム島尾の家 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホーム堀田の家 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホーム宮田の家 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

グループホーム島尾の家 103 高齢者(有料老人ホーム)

グループホーム堀田の家 103 高齢者(有料老人ホーム)

NPO法人 ひらすま 小規模多機能ホームひらすまあらいべ児童発達支援・放課後等デイサービス事業所4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

小規模共生ホームひらすま児童発達支援・放課後等デイサービス事業所4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

小規模共生ホームひらすまあらいべ短期入所事業所 23 障害(短期入所)

小規模共生ホームひらすま 短期入所事業所 23 障害(短期入所)

小規模多機能ホームひらすまあらいべ生活介護事業所 26 障害(生活介護)

小規模共生ホームひらすま生活介護事業所 26 障害(生活介護)

小規模共生ホームひらすま 相談支援事業所 40 障害(相談支援事業所)

小規模共生ホームひらすま 居宅介護支援事業所 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

小規模共生ホーム ひらすま通所介護事業所 89 高齢者(地域密着型通所介護)

小規模多機能ホーム ひらすまあらいべ 92 高齢者(小規模多機能型居宅介護)

小規模多機能ホーム ひらすまあらいべ 108 富山型デイサービス

小規模共生ホーム ひらすま通所介護事業所 108 富山型デイサービス

NPO法人 プラスワン こどもサポートハウスおむすび 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

こどもサポートハウスおりいぶ 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

えみふる 31 障害(就労移行支援)

えみふる 36 障害(就労継続支援B型)

ソーシャルサポートういんず 40 障害(相談支援事業所)

NPO法人 ふらっと 地域生活支援・交流ハウスふらっと 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

地域生活支援・交流ハウスふらっと （自立支援ハウスＤＡＳＨ） 28 障害(生活介護)

地域生活支援・交流ハウス ふらっと 30 障害(自立訓練(生活訓練))

ふらっと 40 障害(相談支援事業所)

ふらっと 42 障害(地域活動支援センター)基礎的事業のみ

ＮＰＯ法人ふらっと 65 高齢者(通所介護)

ふらっと 109 富山型デイサービス

NPO法人 ふるさとのあかり ふるさとのあかり 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

ショートステイ ふるさとのあかり 23 障害(短期入所)

ふるさとのあかり 26 障害(生活介護)

ふるさとのあかり八町 26 障害(生活介護)

ふるさとのあかり 29 障害(自立訓練(機能訓練))

ふるさとのあかり八町 29 障害(自立訓練(機能訓練))

ふるさとのあかり 30 障害(自立訓練(生活訓練))

ふるさとのあかり八町 30 障害(自立訓練(生活訓練))

グループホームあかり 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))

ふるさとのあかり 61 高齢者(通所介護)

ふるさとのあかり 居宅介護支援事業所 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

ふるさとのあかり八町 87 高齢者(地域密着型通所介護)

ふるさとのあかり 107 富山型デイサービス

ふるさとのあかり八町 107 富山型デイサービス

NPO法人 文福 ＮＰＯ法人文福 19 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ＮＰＯ法人文福 21 障害(同行援護)

ＮＰＯ法人文福 41 障害(移動支援)

NPO法人 放生津 イヤサー新湊 91 高齢者(地域密着型通所介護)

イヤサー新湊 109 富山型デイサービス

NPO法人 母笑夢 居宅介護支援事業所母笑夢 81 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービス母笑夢 90 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービス母笑夢 108 富山型デイサービス

NPO法人 ポエム デイサービスふくふく 61 高齢者(通所介護)

ふくふく居宅介護支援事業所 76 高齢者(居宅介護支援事業所)

NPO法人 ほがらか デイサービスほがらか 90 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービスほがらか 108 富山型デイサービス

NPO法人 北陸青少年自立援助ｾﾝﾀｰ ひこうき雲 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

ひかりテラス 37 障害(共同生活援助(外部サービス利用型))
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NPO法人 ほっと ほっと 3 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

ほっと 23 障害(短期入所)

ほっと 26 障害(生活介護)

NPO法人　HOT 訪問看護ステーション ほ～っととやま 100 高齢者(訪問看護ステーション)

NPO法人 まいど家 ＢＲＯＳ 34 障害(就労継続支援B型)

NPO法人 まま　　　　　 デイサービスしょうずんだ 90 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービスしょうずんだ 108 富山型デイサービス

NPO法人 三樹福寿会 ホームヘルプサービスきずな 20 障害(居宅介護・重度訪問介護)

ホームヘルプサービスきずな 56 高齢者(訪問介護)

富山型デイサービスきずな 90 高齢者(地域密着型通所介護)

富山型デイサービスきずな 108 富山型デイサービス

NPO法人 むげん ワークプラザここから 36 障害(就労継続支援B型)

ＮＰＯ法人むげん 40 障害(相談支援事業所)

むげん 42 障害(地域活動支援センター)基礎的事業のみ

NPO法人 むらのなか デイサービスむらのなか 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

デイサービスむらのなか 28 障害(生活介護)

デイサービスむらのなか 29 障害(自立訓練(機能訓練))

デイサービスむらのなか 30 障害(自立訓練(生活訓練))

デイサービスむらのなか 91 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービスむらのなか 109 富山型デイサービス

NPO法人 無漏路 こみゅにてぃはうす愛夢 89 高齢者(地域密着型通所介護)

こみゅにてぃはうす愛夢 108 富山型デイサービス

NPO法人 やすらぎ ドゥ・やすらぎ 42 障害(地域活動支援センターⅢ型)

NPO法人 安靖氷見共同作業所 安靖氷見共同作業所 35 障害(就労継続支援B型)

安靖氷見共同作業所 40 障害(相談支援事業所)

安靖氷見共同作業所 42 障害(地域活動支援センターⅢ型)

NPO法人 ゆきあかり 富山型デイサービス カエルの子 28 障害(生活介護)

もみの木クラフトハウス 36 障害(就労継続支援B型)

富山型デイサービス カエルの子 91 高齢者(地域密着型通所介護)

富山型デイサービス カエルの子 109 富山型デイサービス

NPO法人 ゆめさぽーとらいちょう らいちょう熊野 34 障害(就労継続支援B型)

らいちょう蜷川 34 障害(就労継続支援B型)

NPO法人 よりどころ よりどころ 居宅介護支援事業所 78 高齢者(居宅介護支援事業所)

二塚よりどころ 89 高齢者(地域密着型通所介護)

のんのさんの家よりどころ 96 高齢者(認知症対応型共同生活介護)

二塚よりどころ 108 富山型デイサービス

NPO法人 れいんぼーみさき れいんぼーめぐり 31 障害(就労移行支援)

れいんぼーめぐり 34 障害(就労継続支援B型)

れいんぼーめぐり滑川 35 障害(就労継続支援B型)

れいんぼーみさき 42 障害(地域活動支援センターⅢ型)

NPO法人 ロシナンテ ロシナンテ♪ 27 障害(生活介護)

ロシナンテ♪ 30 障害(自立訓練(生活訓練))

射水市 (NPO法人ワーカーズコープ） 射水市足洗老人福祉センター 46 高齢者(老人福祉センター)

NPO法人 ワークハウス剱 ワークハウス剱 36 障害(就労継続支援B型)

NPO法人 ワークホーム悠々 ワークホーム悠々 36 障害(就労継続支援B型)

地域活動支援センターつどい 40 障害(相談支援事業所)

つどい 42 障害(地域活動支援センター)基礎的事業のみ

NPO法人 わかくさ会 ＮＰＯ法人わかくさ会こっころ 4 児童(児童発達支援・放課後等デイサービス)

わかくさ作業所 27 障害(生活介護)

わかくさ作業所 35 障害(就労継続支援B型)

NPO法人 わくわく小矢部 わくわく小矢部 特定相談支援事業所 40 障害(相談支援事業所)

わくわく小矢部 居宅介護支援事業所 80 高齢者(居宅介護支援事業所)

デイサービスわくわく小矢部 90 高齢者(地域密着型通所介護)

デイサービスわくわく小矢部 108 富山型デイサービス

NPO法人 ワン・ファーム・ランド ワン・ファーム・ランド 35 障害(就労継続支援B型)
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（８）その他の団体・個人等
法人名 施設・事業所名 頁 区分

更生保護法人 富山養得園 富山養得園 17 更生保護(更生保護施設)

嶋田医院 嶋田医院 67 高齢者(通所リハビリテーション)

白石整形外科医院 白石整形外科医院（休止中） 79 高齢者(居宅介護支援事業所)

流杉病院 流杉病院 49 高齢者(介護医療院)

日本赤十字社富山県支部 富山赤十字病院 6 児童(助産施設)

愛宕・安野屋 地域包括支援センター 50 高齢者(地域包括支援センター)

富山赤十字ケアプラン事業所 75 高齢者(居宅介護支援事業所)

富山赤十字 訪問看護ステーション 100 高齢者(訪問看護ステーション)

富山県 (日本赤十字社富山県支部) 富山県立乳児院 1 児童(乳児院)

布谷整形外科医院 布谷整形外科医院 66 高齢者(通所リハビリテーション)

布谷整形外科医院 68 高齢者(短期入所療養介護)

ブナの杜歯科クリニック ブナの杜歯科クリニック 66 高齢者(通所リハビリテーション)

ホームヘルパーたんぽぽ ホームヘルパーたんぽぽ 58 高齢者(訪問介護)

政岡内科病院 政岡内科病院 48 高齢者(介護療養型医療施設)

高岡市（高岡市西部児童センター管理会） 西部児童センター 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

高岡市 （高岡市戸出児童センター管理会） 戸出児童センター 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

高岡市 （高岡市野村児童センター管理会） 野村児童センター 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

高岡市 （高岡市伏木児童館管理会） 伏木児童館 5 児童(児童厚生施設(児童館・児童センター))

高岡市 (東五位校下社会福祉協議会） 高岡市西部老人福祉センター 46 高齢者(老人福祉センター)

高岡市 (伏木地区社会福祉協議会) 高岡市伏木老人福祉センター 46 高齢者(老人福祉センター)

高岡市 (牧野校下社会福祉協議会) 高岡市牧野老人福祉センター 46 高齢者(老人福祉センター)

長崎　孝敏 となりのアンジュ 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)

吉田　均 サービス付き高齢者向け住宅 こいずみ 105 高齢者(サービス付き高齢者向け住宅)
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