分類

団体名または事業所名
社団法人富山県看護協会
社団法人 認知症の人と家族の会 富山県支部

関係団体

富山人権擁護委員協議会
ＮＰＯ法人とやま成年後見人協会

分類

上婦負ケーブルテレビ（株）

テレビ局・ラ
富山エフエム放送株式会社
ジオ局等
富山シティエフエム（株）

(社)成年後見センター・リーガルサポート富山県支部

富山市社会福祉士ネットワーク
社会福祉法人 富山市社会福祉協議会

社会福祉協
議会

電話会社
電力会社

富山ヤクルト販売株式会社

富山市社会福祉協議会 大山支所

株式会社 エムテーランチ

富山市社会福祉協議会 八尾支所

有限会社 ジニアス

宅配（飲
食）

富山市介護支援専門員協会
富山市認知症グループホーム協会

富山ケアネットワーク
富山市自治振興連絡協議会

富山市老人クラブ連合会
富山北部防犯協会
富山防犯協会
富山南防犯協会
富山西防犯協会
富山中央防犯パトロール隊連絡協議会

富山市猟友会
大山猟友会
粟島SOSネットワーク隊
中島SOSネットワーク
特定非営利活動法人安全企画センター

宅配クック１２３富山店
ワタミの宅食
クリーニング (株）ホームドライ富山
株式会社 富山第一銀行

株式会社 北陸銀行
金融機関

にいかわ信用金庫 水橋支店

橋本歯科クリニック
水野歯科医院
城川歯科医院
医療機関
北の森耳鼻咽喉科医院
東岩瀬クリニック
接骨院

社団法人 富山県トラック協会

富山県タクシー協会
富山県タクシー協会 富山ブロック会

富山交通株式会社
新富自動車株式会社
大和交通株式会社
電気交通株式会社
薬局

有限会社 北陸小型交通
有限会社 くれは交通
有限会社 太陽交通
水橋自動車有限会社
富タク大沢野交通株式会社

八尾交通株式会社
婦中交通株式会社
理美容

富山県美容業生活衛生同業組合

富山県理容生活衛生同業組合

北陸中日新聞 富山支局
新聞社

読売新聞 北陸支社 富山支局

毎日新聞 富山支局
新聞販売店 北日本会(北日本新聞社）
郵便

日本郵便株式会社 市内80ヶ所

ゆうちょ銀行株式会社

団体名または事業所名
分類
商業団体 富山商工会議所
飲食店 喫茶まいるど
株式会社キョーエイ
スーパー 特定非営利活動法人アピア買い物応援団
ストア・ 株式会社アピア
マーケッ
協同組合水橋ショッピングセンター
ト等
ローソン富山飯野店

山田村農業協同組合
農協・森 鵜坂農業協同組合
林組合 あおば農業協同組合
婦負森林組合
立山山麓森林組合
富山市消防団
消防
富山市消防局
富山北警察署
富山中央警察署
警察
富山南警察署
富山西警察署
桜谷の里
高齢者住 (株)ビレッジ・フィールド サービス付高齢者住宅「ふる里の風」
宅関係等 サービス付き高齢者向け住宅 希望の郷
財団法人 岩瀬カナル会館
稲場自動車商会
株式会社カーキチ・アンド・シカクメ

介護福祉アリーナ富山株式会社

医療法人財団 博仁会 横田病院

西日本旅客鉄道株式会社金沢支社北陸広域鉄道部

富山地鉄タクシー株式会社

株式会社 北國銀行 富山南支店
三井住友信託銀行株式会社富山支店

公共交通機
富山地方鉄道株式会社
関

タクシー会社

ニコニコキッチン富山南店
株式会社ビーカインド 宅配のいただきます弁当

富山市民生委員児童委員協議会

地域団体

株式会社 とやまソフトセンター
株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ
北陸支社 富山支店
北陸電力株式会社 富山支店

富山市社会福祉協議会 大沢野支所

富山市社会福祉協議会 婦中支所

介護保険関
係団体

団体名または事業所名
株式会社 ケーブルテレビ富山

商店

松本接骨院
有限会社あまの
蔵薬局
オリーブ薬局
富南薬局
三ッ葉調剤薬局
さくら薬局うしじま店
（株）アモール
フタバファーマシー
ミナミ薬局
あおぞら薬局
藤の木薬局
たちいで薬局
下新薬局
うさか野薬局
経堂薬局

その他

増山電業株式会社
有料老人ホーム婦中の家
有料老人ホーム北の杜
グループハウスまめな家
北電産業株式会社
サロン梅の湯運営協議会
住宅型有料老人ホーム サコウ

小川イーピー開発株式会社
富山市管工事協同組合
富山トヨペット株式会社
有限会社ファーマシステムズ
㈱たつみ自動車
中北薬品株式会社富山支店
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社富山支店
北陸コカ・コーラーボトリング（㈱富山マーケットサービスセンター

公益財団法人 富山県民福祉公園

富山市環境センター

総合メディカル株式会社そうごう薬局双代店

（公財）富山市体育協会 富山市総合体育館

株式会社アインメディオ
ハート薬局広田店
富山総合薬局上赤江店
吉田商店
でんきやｓｕｎはまもと
堀内自転車商会
株式会社吉崎商会

（公財）富山市体育協会 東富山体育館

（公財）富山市体育協会 市民球場
（公財）富山市体育協会 市民プール
（公財）富山市体育協会 東富山温水プール

市関係機
関

（公財）富山市体育協会 体育文化センター

（公財）富山市体育協会 2000年体育館
（公財）富山市体育協会 富山市勤労身体障害者体育センター

（公財）富山市体育協会 野外教育活動センター

（公財）富山市体育協会 県営富山武道館
（公財）富山市体育協会 大山総合体育センター

（公財）富山市体育協会 屋内競技場
（公財）富山市体育協会 花木体育センター

地区（校区）

事業所名

市江やすらぎの郷
水橋中部

水橋西部

富山医療生活協同組合 水橋診療所 通所リハビリ のびのび

地区（校区）

新庄

デイサービスかけはし
生活サポートセンターかけはし
晴風荘居宅介護支援事業所
晴風荘ホームヘルパーステーション
晴風荘デイサービスセンターうみかぜ

特別養護老人ホーム晴風荘
特定非営利活動法人 しおんの家
水橋北地域包括支援センターしお風
水橋東部 グループホーム水橋の家
水橋南地域包括支援センター
水橋介護保険相談所
しらいわ苑ホームヘルパーセンター
三郷 しらいわ苑デイサービスセンター
特別養護老人ホームしらいわ苑
老人保健施設レインボー
レインボー通所リハビリテーション
水橋デイサービスセンター
デイサービスセンターふる里の風 中田
大広田
はなまるケアプランセンター
大広田・浜黒崎地域包括支援センター
特別養護老人ホームすみれ苑
浜黒崎 すみれ苑ヘルパーセンター
すみれ苑デイサービスセンター
すみれ苑居宅介護支援事業所
医療法人社団 アルペン会
岩瀬
デイサービスセンターつながり
岩瀬・萩浦地域包括支援センター
デイサービス萩の里ぬくもり
ハッピーとやま居宅介護支援事業所
デイサービスセンターひなたぼっことやま
ショートステイひなたぼっことやま
萩浦
ハッピーとやま訪問介護ステーション
あ〜楽笑デイサービス

新庄北

四方
草島

倉垣

針原

ソーロング株式会社
ありがとうホーム新庄
デイサービス ゆめと

豊田

豊田地域包括支援センター
デイサービスセンター 「夢・元気」
有限会社紙ふうせん
社会福祉法人 相幸福祉会 小規模多機能型施設 城川原タウン みのり

小規模多機能型施設飯野タウンなごみ
広田地域包括支援センター
広田居宅介護支援事業所
デイサービスくつろぎ日和
花いちご
有限会社みらい倶楽部
広田

奥田北

（株）ビレッジ・フィールド ふる里の風居宅介護支援事業所

上冨居居宅介護支援事業所
デイサービスセンター花はな
ツクイ富山上冨居
広田ヘルパーステーション
ローソン富山飯野店
日本海綿業株式会社
富山型デイサービス まるまる
奥田北地域包括支援センター
デイサービス笑美寿
小規模多機能型居宅介護笑美寿
特別養護老人ホームあすなろの郷
あすなろの郷居宅介護支援事業所
在宅福祉総合センターひまわり居宅介護支援事業所
在宅福祉総合センターひまわりデイサービスセンター
在宅福祉総合センターひまわりホームヘルプサービスセンター

(株）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

デイサービス北の杜
とやま型デイサービス 大きな手小さな手
ふるさとのあかり
デイサービスふぁみりー
まちかどふれあいほーむ 一休庵
ひなたぼっこ草島デイサービスセンター
和合地域包括支援センター
和合ハイツ居宅介護支援事業所
和合ハイツデイサ−ビスセンタ−
デイサービスよらんまいけ
デイサービス こはく
居宅介護支援事業所こはく
針原地域包括支援センター
社会福祉法人アルペン会
アルペンヘルパ−ステ−ション
ケアハウスとやま
夢のみずうみ村アルペンデイサービス
デイサービスかっぱ庵
なかまち居宅介護支援センター
デイサービスまめの木
針原デイサービス
成和病院
デイサービスセンターあじさいの家

事業所名

にぎやか
デイケアハウスにぎやか
仁泉居宅介護支援センター
新庄地域包括支援センター
(株）アポケアとやま

奥田

桜谷
八幡
長岡

呉羽

老田

特定非営利活動法人ささえ愛
オークスヘルパーステーション
奥田地域包括支援センター
デイホーム福祉の里
北陸メディカルサービス株式会社 介護事業部
奥田地区居宅介護支援事業所
デイサービス花みずき弐番館
あいあいデイサービス
リハ楽とやま
百塚地域包括支援センター
白光苑居宅介護支援事業所
白光苑デイサービスセンター
特別養護老人ホーム 白光苑
あさひホーム居宅介護支援事業所
あさひホームデイサービス
あさひホーム訪問介護
呉羽地域包括支援センター
梨雲苑
ケアサポート・まき
グループホームこのゆびとーまれ茶屋
デイサービスこのゆびとーまれ茶屋
小規模多機能ホームくれはの郷
くれは苑
社会福祉法人 陽光福祉会 地域密着型介護施設 くれは陽光苑

地区（校区）

神明
五福

愛宕

安野屋
西田地方
星井町
五番町
柳町

事業所名

地区（校区）

介護施設 日和野
神明・五福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

愛宕・安野屋地域包括支援センター
訪問看護ステーションフィット
ふくし百選プランニング駅北
リハビリデイサービスりおん
富山赤十字訪問看護ステーション
富山赤十字ケアプラン事業所
ふくし百選デイサービスあずみ
ひかり苑デイサービスセンター
まちなか地域包括支援センター
一般社団法人 ひとと樹
(有）千石ケアサービス
長谷川病院居宅介護支援事業所
デイサービスセンターあざみ

蜷川

特定非営利活動法人コーポラティブハウス木の実

堀川南

堀川南・奥田・鵜坂

太田

（株）ビレッジ・フィールド デイサービスセンターふる里の風

ケアステーションラポール
ケアステーションラポール居宅介護支援事業所

山室

在宅福祉総合センターえがお居宅介護支援事業所
在宅福祉総合センターえがおデイサービスセンター

射水万葉会天正寺サポートセンター
特別養護老人ホームながれすぎ光風苑
山室中部 デイサービスセンター１・２の３
グループホーム中川原の家
藤ノ木・山室中部地域包括支援センター
三寿苑介護サービスセンター
三寿苑デイサービスセンター
三寿苑居宅介護支援事業所
特別養護老人ホーム 三寿苑
藤ノ木 コスモスの里大江干
小規模多機能ホームコスモスの里
居宅介護支援事業所コスモスの里
デイサービスセンターゆとり〜な
このゆびとーまれ
デイサービスこのゆびとーまれ向い
いま泉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
堀川
介護老人保健施設シルバーケア今泉

月岡

新保

熊野

株式会社ヤマシタコーポレーション富山営業所

光陽

堀川・光陽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
敬寿苑デイサービスセンター
特別養護老人ホーム敬寿苑
敬寿苑在宅介護支援センター
こもれびの森マロンケアサービス
有限会社ライフ福祉送迎サービス
社会福祉法人 射水万葉会 よろこび富山中央ケアセンター

アモール訪問看護ステーション

グループホーム・デイサービスひより
（株）ケア・サンエス富山
堀川南地域包括支援センター
堀川南光風苑
ソレイユ居宅介護支援事業所
ソレイユデイサービス
ソレイユ訪問介護事業所
訪問介護しあわせ
（株）ビレッジ・フィールド デイサービスセンターふる里の風堀川

富山医療生活協同組合在宅福祉総合センターきずな

フィットリハ アピア
しみずまち敬寿苑
清水町 柳町・清水町地域包括支援センター
デイケアセンターB -Care
東部・山室地域包括支援センター
チューリップ苑在宅介護支援センター
東部
チューリップ苑通所リハビリテーション

事業所名

蜷川地域包括支援センター
にながわ光風苑
ちゅらさん居宅介護支援事業所
ちゅらさんデイサービスセンター
ちゅらさんヘルパーステーション
とやまケアセンターそよ風
有限会社総合福祉の愛和

大沢野

ニチイケアセンター堀川・富山・婦中
太田地域包括支援センター
ふなん苑居宅介護支援事業所
デイサービスセンターふなん苑
特別養護老人ホームふなん苑
誠やデイサービス
ケアプラザたんぽぽ南
株式会社みんなの輪
株式会社みんなの輪おおみや
デイサービスセンターそくさい家
にこサポケアサービス
月岡地域包括支援センター
誠友病院
富山老人保健施設
翠十字会居宅介護支援事業所
翠十字会ホームヘルパーステーション
月岡居宅介護支援事業所
ヘルパーステーションまる〜な
まる〜な居宅介護支援事業所
栗山病院介護支援センタ−
月岡デイサービスセンターむつみの里
月岡ショートステイむつみの里
介護老人保健施設アメニティ月岡
新保・熊野地域包括支援センター
シルバーケア栗山在宅介護支援センター
グループホームめぐみ
ふれあいホームめぐみ
介護老人保健施設みどり苑
光風会訪問看護ステーション
くまの光風苑
みわ苑居宅介護支援事業所
大沢野・細入地域包括支援センター
ささづ苑デイサービスセンター
ささづ苑居宅介護支援センター
デイサービスながつき
大沢野クリニック居宅介護支援センター
ヘルパーステーションケアーズおおさわの
特別養護老人ホームささづ苑
大沢野老人保健施設かがやき
デイサービスぽんぽこ
介護相談所ぽんぽこ

地区（校区）

事業所名

細入 富山市細入デイサービスセンター
大久保・船峅地域包括支援センター
デイサービス ハッピー大久保
富山総合福祉研究所
太陽苑居宅介護支援事業所
デイサービス すまいる
大久保 デイサービスセンターおおくぼ
ケアセンターおおくぼ
居宅介護支援事業所あやめ
ヘルパーステーションすみれ
デイサービスきぼう
訪問看護ステーション希望のひかり
大山地域包括支援センター
はなさき苑居宅介護支援事業所
大庄
はなさき苑 ホームヘルプセンター
はなさき苑 デイサービスセンター
上滝 デイサービスセンターおらとこ
八尾北・山田地域包括支援センター
風の庭
椿寿荘居宅介護支援事業所
椿寿荘デイサービスセンター
椿寿荘ヘルパーステーション
保内 特別養護老人ホーム 椿寿荘
デイサービスありがた家
萩野医院居宅介護支援センター
北陸メディカルサービス(株)八尾営業所 デイサービスふわり

北陸メディカルサービス(株)八尾営業所 訪問介護

JAあおば介護サービスセンター
認知症対応型通所介護バッハ
杉原 株式会社さくらの会
特定非営利活動法人神通さくら野
八尾南地域包括支援センター
のりみね苑居宅介護支援事業所
野積
のりみね苑デイサービスセンター
特別養護老人ホーム のりみね苑
蛍和
速星
在宅福祉総合センターぽぷら
婦中東地域包括支援センター
ちゅらさん婦中デイサービスセンター
喜寿苑居宅介護支援事業所
鵜坂
特別養護老人ホーム喜寿苑
喜寿苑デイサービスセンター
フィットリハふちゅう
ライフ・ハウスかりゆし
デイサービス婦中の家
婦中熊野 グループホーム婦中の家
介護老人保健施設 豊佳苑
豊佳苑 居宅介護支援センター
婦中西地域包括支援センター
ふるさと敬寿苑デイサービスセンター
古里

神保
音川

ふるさと敬寿苑ホームヘルパーステーション

ふるさと敬寿苑居宅介護支援事業所
介護老人保健施設シルバーケア羽根苑
軽費老人ホームケアハウス婦中苑
みずほサポートセンター
NPO法人 川の音
（平成30年10月31日現在）

