障害福祉サービス事業者一覧（砺波市・小矢部市・南砺市）

令和２年４月1日現在
砺波地域障害者自立支援協議会 地域生活支援部会作成

○基幹相談支援事業者 (地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、総合的な相談業務を関係機関との連携を図りながら行います）
事業所名
砺波圏域障害者基幹相談支援センター

所在地
砺波市幸町１－７
（富山県砺波総合庁舎内）

運営主体
社会福祉法人
渓 明 会

運営主体等の連絡先
〒９３９－１３８６ 砺波市幸町１－７
TEL ０７６３－３３－１５５２ FAX ０７６３－５５－６６２５
令和2年5月開設予定

○指定一般相談支援事業者 (総合的な相談、入所施設等からの地域移行の支援、居宅で生活している障害者の対応等の相談支援を行います)
事業所名

所在地

運営主体

運営主体等の連絡先

障がい者サポートセンター きらり

砺波市幸町１－７
（富山県砺波総合庁舎内）

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３９－１３８６ 砺波市幸町１－７
TEL ０７６３－３３－１５５２ FAX ０７６３－５５－６６２５

地域活動支援センターとなみ野

砺波市出町中央１３－１

社会福祉法人
たびだちの会

〒９３９－１３７９ 砺波市出町中央１３－１
TEL ０７６３－２３－６５４０ FAX ０７６３－２３－６５４１

地域活動支援センターひまわり

小矢部市埴生１４７６

社会福祉法人
黎 明 の 郷

〒９３２－０８３６ 小矢部市埴生１４７６
TEL ０７６６－６７－７３４０ FAX ０７６６－６７－７３４１

わくわく小矢部相談支援事業所

小矢部市新富町４－１

特定非営利活動法人
わくわく小矢部

〒９３２－００４４ 小矢部市新富町４－１
TEL ０７６６－６７－５３６０ FAX ０７６６－６７－５３６５

相談支援センターあい

南砺市院林８２－１

社会福祉法人
マ ー シ 園

〒９３９－１５３１ 南砺市院林８２－１
TEL ０７６３－２２－３５３５ FAX ０７６３－２２－３３５０

○指定特定相談支援事業者、障害児相談支援事業者
(総合的な相談、障害福祉サービス等の利用に関するサービス等利用計画、障害児支援利用計画の作成などの相談支援を行います)
事業所名
所在地
運営主体
運営主体等の連絡先
障がい者サポートセンター きらり
地域活動支援センターとなみ野
聚楽サンガ
地域生活支援センターすまいる
地域活動支援センターひまわり
わくわく小矢部相談支援事業所
相談支援センターあい
特定相談支援事業所木の香
特定相談支援事業所八乙女
わらび学園

者 児

砺波市幸町１－７
（富山県砺波総合庁舎内）

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３９－１３８６ 砺波市幸町１－７
TEL ０７６３－３３－１５５２ FAX ０７６３－５５－６６２５

○ ○

砺波市出町中央１３－１

社会福祉法人
たびだちの会

〒９３９－１３７９ 砺波市出町中央１３－１
TEL ０７６３－２３－６５４０ FAX ０７６３－２３－６５４１

○ ○

砺波市東中１７１

宗教法人
善福寺

〒９３９－１３４８ 砺波市東中１７１
TEL ０７６３－３２－１８８２ FAX ０７６３－３２－１８９２

○ ○

小矢部市石動町９－３０

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３２－００５３ 小矢部市石動町９－３０
TEL ０７６６－６８－３８２２ FAX ０７６６－６８－３８２８

○

小矢部市埴生１４７６

社会福祉法人
黎 明 の 郷

〒９３２－０８３６ 小矢部市埴生１４７６
TEL ０７６６－６７－７３４０ FAX ０７６６－６７－７３４１

○ ○

小矢部市新富町４－１

特定非営利活動法人
わくわく小矢部

〒９３２－００４４ 小矢部市新富町４－１
TEL ０７６６－６７－５３６０ FAX ０７６６－６７－５３６５

○ ○

南砺市院林８２－１

社会福祉法人
マ ー シ 園

〒９３９－１５３１ 南砺市院林８２－１
TEL ０７６３－２２－３５３５ FAX ０７６３－２２－３３５０

○ ○

南砺市谷１４２

社会福祉法人
マ ー シ 園

〒９３２－０２４２ 南砺市谷１４２
TEL ０７６３－８２－６０００ FAX ０７６３－８２－６０２９

○

南砺市谷１４２

社会福祉法人
マ ー シ 園

〒９３２－０２４２ 南砺市谷１４２
TEL ０７６３－８２－６０００ FAX ０７６３－８２－６０２９

○

社会福祉法人わらび学園

〒９３９－１５６１ 南砺市福野８７－８
TEL ０７６３－２２－６０５５ FAX ０７６３－２２－６０１１

南砺市福野８７－８

○

○居宅介護・重度訪問介護 (自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います)
事業所名

所在地

運営主体

運営主体等の連絡先

ニチイケアセンター砺波

砺波市太郎丸１丁目８－１２

株式会社ニチイ学館

〒９３９－１３６３ 砺波市太郎丸１丁目８－１２
TEL ０７６３－３４－７２６１ FAX ０７６３－３４－７２６３

ニチイケアセンター石丸

砺波市石丸４０１

株式会社ニチイ学館

〒９３９－１３０１ 砺波市石丸４０１
TEL ０７６３－３４－１０２０ FAX ０７６３－３４－１０２１

ニチイケアセンター庄川

砺波市庄川町示野１２１

株式会社ニチイ学館

〒９３９－１３０１ 砺波市庄川町示野１２１
TEL ０７６３－８２－８５８８ FAX ０７６３－８２－２０４２

砺波市ヘルパーステーション （市役所）

砺波市栄町７－３

砺波市
(高齢介護課)

〒９３９－１３９８ 砺波市栄町７－３
TEL ０７６３－３３－１１１１ FAX ０７６３－３３－７６２２

砺波市ヘルパーステーション （庄 川）

砺波市庄川町青島４０１

砺波市
(高齢介護課)

〒９３２－０３１４ 砺波市庄川町青島４０１
TEL ０７６３－８２－４１３０ FAX ０７６３－８２－４２０８

ものがたりホームヘルパーステーション

砺波市山王町２－１２

医療法人社団ナラティブホー 〒９３９－１３７４ 砺波市山王町２－１２
ム
TEL ０７６３－５５－６１００ FAX ０７６３－３４－０１０１

ＪＡいなば福祉支援センター

小矢部市水島６８０

いなば農業協同組合

〒９３２－０１０２ 小矢部市水島６８０
TEL ０７６６－６１－３７３７ FAX ０７６６－６１－２２７６

小矢部市社協ホームヘルプセンター

小矢部市鷲島１５

社会福祉法人
小矢部市社会福祉協議会

〒９３２－０８２１小矢部市鷲島１５
TEL ０７６６－６７－８６１１ FAX ０７６６－６７－４８９６

【基】障害者支援施設 渓明園からまつ

小矢部市論田８

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３２－００６５ 小矢部市論田８
TEL ０７６６－６８－０３６３ FAX ０７６６－６８－１６４３

【基】契約市

砺 小 南

南砺市井波ホームヘルプステーション

南砺市井波９３８

南砺市

〒９３２－０２１１ 南砺市井波９３８
TEL ０７６３－８２－０５２４ FAX ０７６３－８２－７７７６

マーシ園ヘルパーステーション

南砺市福野１７３６－１

社会福祉法人
マ ー シ 園

〒９３９－１５６１ 南砺市福野１７３６－１
TEL ０７６３－５５－６７０２ FAX ０７６３－５５－６５２８

旅川ホームヘルプサービス事業所

南砺市院林９２－１

社会福祉法人
福寿会

〒９３９－１５３１ 南砺市院林９２－１
TEL ０７６３－２２－６５４８ FAX ０７６３－２２－７５６９

ニチイケアセンター南砺

南砺市八幡１３－１

株式会社ニチイ学館

〒９３９－１６２４ 南砺市八幡１３－１
TEL ０７６３－５２－８０８６ FAX ０７６３－５２－１７１６

ふく満ホームヘルプサービス事業所

南砺市福光１０４５

社会福祉法人
福寿会

〒９３９－１６６２ 南砺市福光１０４５
TEL ０７６３－５３－００５５ FAX ０７６３－５３－１１３１

ＪＡ福光ふれあいセンター

南砺市福光１１９２

福光農業協同組合

〒９３９－１６６２ 南砺市福光１１９２
TEL ０７６３－５２－８５８５ FAX ０７６３－５２－８７６０

となみケアサービス

南砺市野口１９１－１

(株)キャリアマッチングシステ 〒９３９－１８４４ 南砺市野口１９１－１
ム富山
TEL ０７６３－６２－３７７７ FAX ０７６３－６２－３７７４

【基】多機能型事業所 花椿かがやき

南砺市八塚５８０－１

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３９－１５３３ 南砺市八塚５８０－１
TEL ０７６３－２２－２２５２ FAX ０７６３－２２－２２０５

砺 小 南

南砺市社会福祉協議会

〒９３９－２５１１ 南砺市利賀村百瀬川３１３
TEL ０７６３－６８－２３１６ FAX ０７６３－６８－２８６６

× × 南

【基】南砺市五箇山ホームヘルプステーション

南砺市利賀村百瀬川３１３

1

○同行援護 (重度の視覚障害者の人が外出するときに、移動に必要な情報の提供や移動の支援、排せつ、食事の介護等を行います)
事業所名

所在地

ニチイケアセンター砺波

砺波市太郎丸１丁目８－１２

マーシ園ヘルパーステーション

南砺市福野１７３６－１

ふく満ホームヘルプサービス事業所

南砺市福光１０４５

運営主体
株式会社ニチイ学館
社会福祉法人
マ ー シ 園
社会福祉法人
福寿会

運営主体等の連絡先
〒９３９－１３６３ 砺波市太郎丸１丁目８－１２
TEL ０７６３－３４－７２６１ FAX ０７６３－３４－７２６３
〒９３９－１５６１ 南砺市福野１７３６－１
TEL ０７６３－５５－６７０２ FAX ０７６３－５５－６５２８
〒９３９－１６６２ 南砺市福光１０４５
TEL ０７６３－５３－００５５ FAX ０７６３－５３－１１３１

○行動援護 (自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います)
事業所名

所在地

砺波市ヘルパーステーション （市役所）

砺波市栄町７－３

砺波市ヘルパーステーション （庄 川）

砺波市庄川町青島４０１

【基】障害者支援施設 渓明園からまつ

小矢部市論田８

【基】多機能型事業所 花椿かがやき

南砺市八塚５８０－１

【基】南砺市五箇山ホームヘルプステーション

南砺市利賀村百瀬川３１３

運営主体

運営主体等の連絡先

砺波市
(高齢介護課)
砺波市
(高齢介護課)
社会福祉法人
渓 明 会
社会福祉法人
渓 明 会

〒９３９－１３９８ 砺波市栄町７－３
TEL ０７６３－３３－１１１１ FAX ０７６３－３３－７６２２
〒９３２－０３１４ 砺波市庄川町青島４０１
TEL ０７６３－８２－４１３０ FAX ０７６３－８２－４２０８
〒９３２－００６５ 小矢部市論田８
TEL ０７６６－６８－０３６３ FAX ０７６６－６８－１６４３
〒９３９－１５３３ 南砺市八塚５８０－１
TEL ０７６３－２２－２２５２ FAX ０７６３－２２－２２０５

南砺市社会福祉協議会

〒９３９－２５１１ 南砺市利賀村百瀬川３１３
TEL ０７６３－６８－２３１６ FAX ０７６３－６８－２８６６

【基】契約市

砺 小 南
砺 小 南
× × 南

○障害児等療育支援事業 (障害児等の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導等が受けられる療育機能の充実を図ります)
事業所名
障がい者サポートセンター きらり

所在地
砺波市幸町１－７
（富山県砺波総合庁舎内）

運営主体
社会福祉法人
渓 明 会

運営主体等の連絡先
〒９３９－１３８６ 砺波市幸町１－７
TEL ０７６３－３３－１５５２ FAX ０７６３－５５－６６２５

○児童発達支援 (障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います)
事業所名

所在地

運営主体

【基】デイサービスしょうずんだ

砺波市庄川町金屋２８３３－１ ＮＰＯ法人 まま

【基】大空と大地のぽぴー村

砺波市宮森４６１

【基】デイサービスわくわく小矢部

小矢部市新富町４－１

わらび学園

南砺市福野８７－８

【基】デイサービスいちご

南砺市荒木１３３３－１

有限会社フィールド

南砺市遊部川原５３

ＮＰＯ法人
母笑夢

【基】デイサービス母笑夢

企業組合労協センター事業
団
特定非営利活動法人
わくわく小矢部
社会福祉法人わらび学園

運営主体等の連絡先
〒９３２－０３０５ 砺波市庄川町金屋２８３３－１
TEL ０７６３－８２－７６６７ FAX ０７６３－８２－７６６８
〒９３９－１４０６ 砺波市宮森４６１
TEL ０７６３－３７－２２８０ FAX ０７６３－３７－２２８１
〒９３２－００４４ 小矢部市新富町４－１
TEL ０７６６－６７－５３６０ FAX ０７６６－６７－５３６５
〒９３９－１５６１ 南砺市福野８７－８
TEL ０７６３－２２－６０５５ FAX ０７６３－２２－６０１１
〒９３９－１７３２ 南砺市荒木１３３３－１
TEL ０７６３－５２－７７１５ FAX ０７６３－５２－７７１４
〒９３９－１６２２ 南砺市遊部川原５３
TEL ０７６３－５２－７５５５ FAX ０７６３－５２－７５５０

【基】契約市

× 小 南
砺 小 南
× 小 南

× 小 南
× × 南

○放課後等デイサービス (就学している障害児に、授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練等を行います)
事業所名
【基】やなぜ苑デイサービスセンター
【基】砺波市庄東デイサービスセンター
【基】砺波市南部デイサービスセンター
【基】砺波市北部デイサービスセンター
【基】（宗）善福寺デイサービス聚楽
【基】大空と大地のぽぴー村
【基】デイサービスしょうずんだ
【共】東石丸の家
【基】デイサービスいろり
【共】ゆたか町の家
きっずるーむクローバー
オンライン砺波
ここいろ
【基】デイサービスわくわく小矢部
【基】デイサービスいちご
【基】デイサービス母笑夢
ステップバイステップ
ステップバイステップ福光店

所在地

運営主体
社会福祉法人
砺波福祉会
社会福祉法人
砺波福祉会

運営主体等の連絡先

〒９３９－１３１３ 砺波市柳瀬３
砺波市柳瀬３
TEL ０７６３－３２－２０９０ FAX ０７６３－３２－６５４３
〒９３９－１４３８ 砺波市安川２９７
砺波市安川２９７
TEL ０７６３－３７－２１６１ FAX ０７６３－３７－１５２６
社会福祉法人
〒９３９－１３３３ 砺波市苗加８２４－１
砺波市苗加８２４－１
砺波市社会福祉協議会
TEL ０７６３－３２－７２９５ FAX ０７６３－３２－７２９６
社会福祉法人
〒９３９－１３４５ 砺波市林１２０２
砺波市林１２０２
砺波市社会福祉協議会
TEL ０７６３－３３－３０８２ FAX ０７６３－３３－３１８２
宗教法人
〒９３９－１３４８ 砺波市東中１７１
砺波市東中１７１
善福寺
TEL ０７６３－３２－１８８２ FAX ０７６３－３２－１８９２
企業組合労協センター事業 〒９３９－１４０６ 砺波市宮森４６１
砺波市宮森４６１
団
TEL ０７６３－３７－２２８０ FAX ０７６３－３７－２２８１
〒９３２－０３０５ 砺波市庄川町金屋２８３３－１
砺波市庄川町金屋２８３３－１ ＮＰＯ法人 まま
TEL ０７６３－８２－７６６７ FAX ０７６３－８２－７６６８
ソーシャルサポートYM株式会 〒９３９－１３０２ 砺波市東石丸３０－３１
砺波市東石丸３０－３１
社
TEL ０７６３－５５－６４３１ FAX ０７６３－５５－６４３２
〒９３９－１３２７ 砺波市五郎丸３３３
砺波市五郎丸３３３
株式会社いろり
TEL ０７６３－３２－２３６９ FAX ０７６３－３２－２３６９
〒９３９－１３６４ 砺波市豊町二丁目１３－６
砺波市豊町二丁目１３－６
エスエイチ株式会社
TEL ０７６３－３３－１４７０ FAX ０７６３－３３－１４７０
社会福祉法人
〒９３９－１３１２ 砺波市東開発２７４－４
砺波市東開発２４７－４
渓 明 会
TEL ０７６３－５８－５５４０ FAX ０７６３－５８－５５４０
〒９３９－１３６３ 砺波市太郎丸三丁目９８－１ 太郎丸スクエア
砺波市太郎丸三丁目９８－１
株式会社マルチビジョン
太郎丸スクエア
TEL ０７６３－５５－６４７０ FAX ０７６３－５５－６４７２
砺波市杉木４丁目７５
〒９３９－１３５５ 砺波市杉木４丁目７５ ７４ビル
合同会社燈
TEL ０７６３－５８－５３６５ FAX ０７６３－５８－５３６５
７４ビル
特定非営利活動法人
〒９３２－００４４ 小矢部市新富町４－１
小矢部市新富町４－１
わくわく小矢部
TEL ０７６６－６７－５３６０ FAX ０７６６－６７－５３６５
〒９３９－１７３２ 南砺市荒木１３３３－１
有限会社フィールド
南砺市荒木１３３３－１
TEL ０７６３－５２－７７１５ FAX ０７６３－５２－７７１４
ＮＰＯ法人
〒９３９－１６２２ 南砺市遊部川原５３
南砺市遊部川原５３
母笑夢
TEL ０７６３－５２－７５５５ FAX ０７６３－５２－７５５０
南砺市梅野字東野島２０７７－
〒９３９－１７２４ 南砺市梅野東野島２０７７－１
㈱サード・プレイス
１
TEL ０７６３－５５－６７０８ FAX ０７６３－５５－６６０６
南砺市吉江中６６１
〒９３９－１７０２ 南砺市吉江中６６１ アラックスビル福光Ⅲ
㈱サード・プレイス
アラックスビル福光Ⅲ
TEL ０７６３－５８－５７８９ FAX ０７６３－５８－５７７９

2

【基】契約市

砺 × ×
砺 × ×
砺 × 南
砺 × ×
砺 小 ×
砺 小 ×
砺 小 南

砺 × 南

砺 小 南
砺 小 南
× × 南

○保育所等訪問支援 (保育所等を利用している障害のある児童が、保育所等における集団生活へ適応するために専門的な支援を行います)
事業所名
わらび学園

所在地
南砺市福野８７－８

運営主体
社会福祉法人わらび学園

運営主体等の連絡先
〒９３９－１５６１ 南砺市福野８７－８
TEL ０７６３－２２－６０５５ FAX ０７６３－２２－６０１１

○福祉型障害児入所施設 (障害のある児童を入所させて保護し、日常生活の指導や自立に必要な知能、技能習得の支援を行います)
事業所名
富山県立砺波学園

所在地
砺波市福山１１６４

運営主体

運営主体等の連絡先
〒９３９－１４３６ 砺波市福山１１６４
TEL ０７６３－３７－０１５７ FAX ０７６３－３７－１５２２

富山県

○短期入所 (自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います)
事業所名

所在地

運営主体

運営主体等の連絡先

富山県立砺波学園

砺波市福山１１６４

富山県

〒９３９－１４３６ 砺波市福山１１６４
TEL ０７６３－３７－０１５７ FAX ０７６３－３７－１５２２

【共】ゆたか町の家

砺波市豊町二丁目１３－６

エスエイチ株式会社

〒９３９－１３６４ 砺波市豊町二丁目１３－６
TEL ０７６３－３３－１４７０ FAX ０７６３－３３－１４７０

社会福祉法人
渓 明 会
株式会社
ウェルサポート
社会福祉法人
マ ー シ 園
社会福祉法人
渓 明 会
社会福祉法人
福 寿 会
社会福祉法人
福 寿 会

〒９３２－００６５ 小矢部市論田８
TEL ０７６６－６８－０３６３ FAX ０７６６－６８－１６４３
〒９３２－０１１１ 小矢部市新西９２－１
TEL ０７６６－６１－８５３３ FAX ０７６６－６１－８５３４
〒９３２－０２４２ 南砺市谷１４２
TEL ０７６３－８２－６０００ FAX ０７６３－８２－６０２９
〒９３９－１８７４ 南砺市蛇喰１３０２
TEL ０７６３－６４－８８８０ FAX ０７６３－６４－８８８１
〒９３９－１５１８ 南砺市松原６７８－１
TEL ０７６３－２２－３５５６ FAX ０７６３－２２－７５３９
〒９３２－０２１１ 南砺市井波１３１０－１
TEL ０７６３－８２－７０４０ FAX ０７６３－８２－７０２２

障害者支援施設 渓明園からまつ , 渓明園あす
小矢部市論田８
なろ
ローカルセンター小矢部

小矢部市新西９２－１

マーシ園 木の香

南砺市谷１４２

障害者支援施設 花椿あおぞら , 花椿きらめき 南砺市蛇喰１３０２
特別養護老人ホーム 福寿園

南砺市松原６７８－１

特別養護老人ホーム いなみ

南砺市井波１３１０－１

○療養介護 (医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います)
事業所名
独立行政法人国立病院機構 北陸病院

所在地
南砺市信末５９６３

運営主体
独立行政法人
国立病院機構 北陸病院

運営主体等の連絡先
〒９３９－１８９３ 南砺市信末５９６３
TEL ０７６３－６２－１３４０ FAX ０７６３－６２－３４６０

○生活介護 (常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します)
事業所名

所在地

運営主体

運営主体等の連絡先

【基】契約市

障害福祉サービス事業 砺波事業所
サポートぷらす

砺波市十年明３３

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３９－１３５３ 砺波市十年明３３
TEL ０７６３－３２－１７１７ FAX ０７６３－３２－１７１７

【基】やなぜ苑デイサービスセンター

砺波市柳瀬３

社会福祉法人
砺波福祉会

〒９３９－１３１３ 砺波市柳瀬３
TEL ０７６３－３２－２０９０ FAX ０７６３－３２－６５４３

砺 × ×

【基】砺波市庄東デイサービスセンター

砺波市安川２９７

社会福祉法人
砺波福祉会

〒９３９－１４３８ 砺波市安川２９７
TEL ０７６３－３７－２１６１ FAX ０７６３－３７－１５２６

砺 × ×

【基】ケアポート庄川デイサービスセンター

砺波市庄川町金屋字岩黒３８
－１

社会福祉法人
庄川福祉会

〒９３２－０３０５ 砺波市庄川町金屋字岩黒３８－１
TEL ０７６３－８２－６８６８ FAX ０７６３－８２－４１９２

砺 × ×

【基】砺波市南部デイサービスセンター

砺波市苗加８２４－１

社会福祉法人
砺波市社会福祉協議会

〒９３９－１３３３ 砺波市苗加８２４－１
TEL ０７６３－３２－７２９５ FAX ０７６３－３２－７２９６

砺 × ×

【基】砺波市北部デイサービスセンター

砺波市林１２０２

社会福祉法人
砺波市社会福祉協議会

〒９３９－１３４５ 砺波市林１２０２
TEL ０７６３－３３－３０８２ FAX ０７６３－３３－３１８２

砺 × ×

【基】（宗）善福寺デイサービス聚楽

砺波市東中１７１

宗教法人
善福寺

〒９３９－１３４８ 砺波市東中１７１
TEL ０７６３－３２－１８８２ FAX ０７６３－３２－１８９２

砺 小 ×

【基】大空と大地のぽぴー村

砺波市宮森４６１

企業組合労協センター事業
団

〒９３９－１４０６ 砺波市宮森４６１
TEL ０７６３－３７－２２８０ FAX ０７６３－３７－２２８１

砺 小 南

【基】デイサービスしょうずんだ

砺波市庄川町金屋２８３３－１ ＮＰＯ法人 まま

〒９３２－０３０５ 砺波市庄川町金屋２８３３－１
TEL ０７６３－８２－７６６７ FAX ０７６３－８２－７６６８

砺 小 南

【基】デイサービスいろり

砺波市五郎丸３３３

株式会社いろり

〒９３９－１３２７ 砺波市五郎丸３３３
TEL ０７６３－３２－２３６９ FAX ０７６３－３２－２３６９

砺 × 南

【基】のぞみリハビリテーションアカデミー

砺波市宮丸１８３－１

健生株式会社

〒９３９－１３５２ 砺波市宮丸１８３－１
TEL ０７６３－５８－５８２６ FAX ０７６３－５８－５８２７

砺 × ×

【共】ゆたか町の家

砺波市豊町二丁目１３－６

エスエイチ株式会社

〒９３９－１３６４ 砺波市豊町二丁目１３－６
TEL ０７６３－３３－１４７０ FAX ０７６３－３３－１４７０

障害者支援施設 渓明園からまつ , 渓明園あす
小矢部市論田８
なろ

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３２－００６５ 小矢部市論田８
TEL ０７６６－６８－０３６３ FAX ０７６６－６８－１６４３

多機能型事業所 渓明園めるへん

小矢部市石動町１８－９

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３２－００５３ 小矢部市石動町１８－９
TEL ０７６６－６７－６５２１ FAX ０７６６－６７－６５２３

【基】小矢部市デイサービスセンター

小矢部市鷲島１５

社会福祉法人
小矢部市社会福祉協議会

〒９３２－０８２１ 小矢部市鷲島１５
TEL ０７６６－６７－８６１１ FAX ０７６６－６７－４８９６

× 小 ×

小矢部市法楽寺１８００－１

社会福祉法人清楽会

〒９３２－００２７ 小矢部市法楽寺１８００－１
TEL ０７６６－６７－６６６４ FAX ０７６６－６８－１４９０

× 小 ×

小矢部市新富町４－１

特定非営利活動法人
わくわく小矢部

〒９３２－００４４ 小矢部市新富町４－１
TEL ０７６６－６７－５３６０ FAX ０７６６－６７－５３６５

砺 小 南

ライフ・クリエイト株式会社

〒９３２－０８１４ 小矢部市赤倉２０７
TEL ０７６６－６７－２００１ FAX ０７６６－３０－２５２０

砺 小 ×

小矢部市城山町５－４８

株式会社アトマ

〒９３２－００４７ 小矢部市城山町５－４８
TEL ０７６６－５３－５８７６ FAX ０７６６－５３－５８７７

× 小 ×

マーシ園木の香

南砺市谷１４２

社会福祉法人
マ ー シ 園

〒９３２－０２４２ 南砺市谷１４２
TEL ０７６３－８２－６０００ FAX ０７６３－８２－６０２９

マーシ園八乙女

南砺市谷１４２

社会福祉法人
マ ー シ 園

〒９３２－０２４２ 南砺市谷１４２
TEL ０７６３－８２－０４９０ FAX ０７６３－８２－３２５１

障害者支援施設 花椿あおぞら , 花椿きらめき 南砺市蛇喰１３０２

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３９－１８７４ 南砺市蛇喰１３０２
TEL ０７６３－６４－８８８０ FAX ０７６３－６４－８８８１

多機能型事業所 花椿かがやき

南砺市八塚５８０－１

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３９－１５３３ 南砺市八塚５８０－１
TEL ０７６３－２２－２２５２ FAX ０７６３－２２－２２０５

【基】デイサービスセンターいなみ

南砺市井波１３１０－１

社会福祉法人
福寿会

〒９３２－０２１１ 南砺市井波１３１０－１
TEL ０７６３－８２－７０３０ FAX ０７６３－８２－７０２２

× × 南

南砺市松原５００－２

社会福祉法人
福寿会

〒９３９－１５１８ 南砺市松原５００－２
TEL ０７６３－２２－１０５０ FAX ０７６３－２２－１０５１

× × 南

【基】清楽園デイサービスセンター
【基】デイサービスわくわく小矢部
【基】リハビリ・デイサービスおやべ
【基】富山型デイサービス城山

【基】福野デイサービスセンター

小矢部市赤倉２０７
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【基】やすらぎ荘デイサービスセンター
【基】デイサービスいちご

社会福祉法人
福寿会

〒９３９－１７２４ 南砺市梅野２００７
TEL ０７６３－５２－７２０６ FAX ０７６３－５２－６１５９

× × 南

有限会社フィールド

〒９３９－１７３２ 南砺市荒木１３３３－１
TEL ０７６３－５２－７７１５ FAX ０７６３－５２－７７１４

× 小 南

南砺市福野１４６６－１

株式会社こころ

〒９３９－１５６５ 南砺市福野１４６６－１
TEL ０７６３－２３－３８１１ FAX ０７６３－２３－３８１１

× × 南

南砺市遊部川原５３

NPO法人
母笑夢

〒９３９－１６２２ 南砺市遊部川原５３
TEL ０７６３－５２－７５５５ FAX ０７６３－５２－７５５０

× × 南

南砺市利賀村百瀬川３１３

南砺市社会福祉協議会

〒９３９－２５１１ 南砺市利賀村百瀬川３１３
TEL ０７６３－６８－２３１６ FAX ０７６３－６８－２８６６

× × 南

南砺市柴田屋３９６－１１

株式会社
ハートフル

〒９３９－１５５２ 南砺市柴田屋３９６－１１
TEL ０７６３－５８－５６３２ FAX ０７６３－５８－５３６２

× × 南

南砺市梅野２００７
南砺市荒木１３３３－１

【基】デイサービスセンターにこやかな里。
【基】デイサービス母笑夢
【基】利賀デイサービスセンター
【基】ケアタウン福野

○施設入所支援 (施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います)
事業所名

所在地

運営主体

運営主体等の連絡先

障害者支援施設 渓明園からまつ , 渓明園あす
小矢部市論田８
なろ

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３２－００６５ 小矢部市論田８
TEL ０７６６－６８－０３６３ FAX ０７６６－６８－１６４３

マーシ園 木の香

南砺市谷１４２

社会福祉法人
マ ー シ 園

〒９３２－０２４２ 南砺市谷１４２
TEL ０７６３－８２－６０００ FAX ０７６３－８２－６０２９

マーシ園 八乙女

南砺市谷１４２

社会福祉法人
マ ー シ 園

〒９３２－０２４２ 南砺市谷１４２
TEL ０７６３－８２－０４９０ FAX ０７６３－８２－３２５１

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３９－１８７４ 南砺市蛇喰１３０２
TEL ０７６３－６４－８８８０ FAX ０７６３－６４－８８８１

障害者支援施設 花椿あおぞら , 花椿きらめき 南砺市蛇喰１３０２

○宿泊型自立訓練施設 (居室その他の設備を利用し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談等必要な支援を行います)
事業所名
緑心会 あすみる

所在地
砺波市太田５６７－２

運営主体
医療法人社団
緑 心 会

運営主体等の連絡先
〒９３９－１３１５ 砺波市太田５６７－２
TEL ０７６３－３４－５６７７ FAX ０７６３－３３－１３４０

○共同生活援助(グループホーム） (夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います)
事業所名・施設名

所在地

運営主体

運営主体等の連絡先

共同生活援助事業所 ホーム十年明

砺波市十年明

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３２－０８３３ 小矢部市綾子５５９８
TEL ０７６６－６８－３８２２ FAX ０７６６－６８－３８２２

ホーム庄川、ホーム庄川第２

砺波市庄川町示野

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３９－１５３３ 南砺市八塚５８０－１
TEL ０７６３－２２－２２５２ FAX ０７６３－２２－２２５２

たびだちの会グループホーム たびだち荘

砺波市十年明

社会福祉法人
たびだちの会

〒９３９－１３７５ 砺波市中央町１０－５
TEL ０７６３－３３－５０４４ FAX ０７６３－３３－５４４４

たびだちの会グループホーム ゆうゆう荘

砺波市中央町

社会福祉法人
たびだちの会

〒９３９－１３７５ 砺波市中央町１０－５
TEL ０７６３－３３－５０４４ FAX ０７６３－３３－５４４４

かたかご苑グループホーム ホーム東保

砺波市東保

社会福祉法人
たかおか万葉福祉会

〒９３３－０９５９ 高岡市長江６６０
TEL ０７６６－３６－１６３６ FAX ０７６６－３６－１６３７

緑心会グループホーム
チャレンジハイツ

砺波市矢木

医療法人社団
緑 心 会

〒９３９－１３１５ 砺波市太田５７０
TEL ０７６３－３３－１３２２ FAX ０７６３－３３－１３２３

小矢部市綾子

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３２－０８３３ 小矢部市綾子５５９８
TEL ０７６６－６８－３８２２ FAX ０７６６－６８－３８２２

共同生活援助事業所 共生型グループホーム
らぶあけぼの

小矢部市綾子

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３２－０８３３ 小矢部市綾子５５９８
TEL ０７６６－６８－３８２２ FAX ０７６６－６８－３８２２

ホームやつわ

小矢部市八和町

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３２－００６５ 小矢部市論田８
TEL ０７６６－６８－０３６３ FAX ０７６６－６８－１６４３

ホームあやこ

小矢部市綾子

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３２－００６５ 小矢部市論田８
TEL ０７６６－６８－０３６３ FAX ０７６６－６８－１６４３

ホームいするぎ

小矢部市石動町

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３２－００６５ 小矢部市論田８
TEL ０７６６－６８－０３６３ FAX ０７６６－６８－１６４３

グリーン・フォンターナ

小矢部市新富町

医療法人社団
松 風 会

〒９３２－８５２５ 小矢部市畠中町４－１８
TEL ０７６６－６７－００２５ FAX ０７６６－６７－６４１４

まつかぜ

小矢部市新富町

医療法人社団
松 風 会

〒９３２－８５２５ 小矢部市畠中町４－１８
TEL ０７６６－６７－００２５ FAX ０７６６－６７－６４１４
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小矢部市新富町

医療法人社団
松 風 会

〒９３２－８５２５ 小矢部市畠中町４－１８
TEL ０７６６－６７－００２５ FAX ０７６６－６７－６４１４

なでしこハウス

小矢部市島

医療法人社団
啓 愛 会

〒９３２－８５１１ 小矢部市島３２１
TEL ０７６６－６７－２００２ FAX ０７６６－６７－２２８８

藤村荘

小矢部市島

医療法人社団
啓 愛 会

〒９３２－８５１１ 小矢部市島３２１
TEL ０７６６－６７－２００２ FAX ０７６６－６７－２２８８

チューリップ

小矢部市島

医療法人社団
啓 愛 会

〒９３２－８５１１ 小矢部市島３２１
TEL ０７６６－６７－２００２ FAX ０７６６－６７－２２８８

花菖蒲の家

小矢部市福上

医療法人社団
啓 愛 会

〒９３２－８５１１ 小矢部市島３２１
TEL ０７６６－６７－２００２ FAX ０７６６－６７－２２８８

ホーム風の谷

南砺市谷

社会福祉法人
マ ー シ 園

〒９３２－０２４２ 南砺市谷１４２
TEL ０７６３－８２－０４９０ FAX ０７６３－８２－３２５１

ホームふくの実

南砺市福野

社会福祉法人
マ ー シ 園

〒９３２－０２４２ 南砺市谷１４２
TEL ０７６３－８２－０４９０ FAX ０７６３－８２－３２５１

ホーム柴田屋

南砺市柴田屋

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３９－１５３３ 南砺市八塚５８０－１
TEL ０７６３－２２－２２５２ FAX ０７６３－２２－２２５２

ホーム柴田屋みなみ

南砺市柴田屋

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３９－１５３３ 南砺市八塚５８０－１
TEL ０７６３－２２－２２５２ FAX ０７６３－２２－２２５２

共同生活援助事業所 ホームたてのがはら

南砺市立野原東

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３２－０８３３ 小矢部市綾子５５９８
TEL ０７６６－６８－３８２２ FAX ０７６６－６８－３８２２

共同生活援助事業所

ホームあけぼの

○就労移行支援 (一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います)
事業所名・施設名
障害福祉サービス事業所
ワークハウスとなみ野

所在地
砺波市中央町１０－５

運営主体
社会福祉法人
たびだちの会
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運営主体等の連絡先
〒９３９－１３７５ 砺波市中央町１０－５
TEL ０７６３－３３－５０４４ FAX ０７６３－３３－５４４４

○就労継続支援（Ａ型） (一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います※雇用型)
事業所名・施設名

所在地

運営主体

運営主体等の連絡先

ジュピター

砺波市幸町５－５

株式会社ORION

〒９３９－１３８６ 砺波市幸町５－５
TEL ０７６３－５５－６１６８ FAX ０７６３－５５－６１６９

新の葉

砺波市高道９２

株式会社ＥＡＣＨ ＯＮＥ

〒９３９－１３８３ 砺波市高道９２
TEL ０７６３－５８－５６５５ FAX ０７６３－５８－５６７５

ワンダーランド砺波

砺波市太郎丸字堂島６５６８－ 株式会社ダイエードリームラ
１
イツ

〒９３９－１３６３ 砺波市太郎丸字堂島６５６８－１
TEL ０７６３－５５－６２１０ FAX ０７６３－５５－６２１５

オアシス砺波

砺波市東石丸３７２－１３

株式会社ＯＡＳＩＳ

〒９３３－０８７８ 高岡市東上関３１４
TEL ０７６６－５３－５０７０ FAX ０７６６－５３－５０７１

ｓｅｌｆ-A・151A福光

南砺市吉江中６６１
アラックスビル福光Ⅲ

株式会社１５１A

〒９３９－１７０２ 南砺市吉江中６６１ アラックスビル福光Ⅲ
TEL ０７６３－７７－３７７３ FAX ０７６３－７７－１１７７

○就労継続支援（Ｂ型） (一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います※非雇用型)
事業所名・施設名
障害福祉サービス事業 砺波事業所
福祉作業所庄川
障害福祉サービス事業 砺波事業所
福祉作業所油田

所在地

運営主体

運営主体等の連絡先

砺波市庄川町青島４０１

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３２－０３１４ 砺波市庄川町青島４０１
TEL ０７６３－８２－５５０６ FAX ０７６３－８２－５５０６

砺波市宮丸４４６－４

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３９－１３５２ 砺波市宮丸４６６－４
TEL ０７６３－３３－６８９５ FAX ０７６３－３３－６８９５

障害福祉サービス事業所
ワークハウスとなみ野

砺波市中央町１０－５

社会福祉法人
たびだちの会

〒９３９－１３７５ 砺波市中央町１０－５
TEL ０７６３－３３－５０４４ FAX ０７６３－３３－５４４４

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

小矢部市鷲島６６

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３２－０８２１ 小矢部市鷲島６６
TEL ０７６６－６８－２９６０ FAX ０７６６－６８－２９６０

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

小矢部市石動町９－３０

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３２－００５３ 小矢部市石動町９－３０
TEL ０７６６－６７－５１４５ FAX ０７６６－６７－５１４５

多機能型事業所 渓明園めるへん

小矢部市石動町１８－９

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３２－００５３ 小矢部市石動町１８－９
TEL ０７６６－６７－６５２１ FAX ０７６６－６７－６５２３

障害福祉サービス事業所 トライ工房

小矢部市埴生１４７６

社会福祉法人
黎 明 の 郷

〒９３２－０８３６ 小矢部市埴生１４７６
TEL ０７６６－６７－５２２５ FAX ０７６６－６７－５２２６

斉藤商店

小矢部市平田３１１８

有限会社 斉藤商店

〒９３２－０１３６ 小矢部市平田３１１８
TEL ０７６６－６９－８１８１ FAX ０７６６－６９－８１８３

障害福祉サービス事業 南砺事業所
福祉作業所メイプル福野

南砺市院林８２－１

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３９－１５３１ 南砺市院林８２－１
TEL ０７６３－２２－６８７０ FAX ０７６３－２２－６８７０

障害福祉サービス事業 南砺事業所
福祉作業所フレンドハウス福光

南砺市高宮１

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３９－１７４１ 南砺市高宮１
TEL ０７６３－５２－６０４３ FAX ０７６３－５２－６０４３

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

南砺市理休２４５

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３９－１８１１ 南砺市理休２４５
TEL ０７６３－６２－３３４６ FAX ０７６３－６２－３３４７

多機能型就労支援事業所 マーシ園すてっぷ

南砺市谷１４２

社会福祉法人
マ ー シ 園

〒９３２－０２４２ 南砺市谷１４２
TEL ０７６３－８２－０４９０ FAX ０７６３－８２－３２５１

なんと共同作業所（多機能型事業所）

南砺市院林８２－１

社会福祉法人
マ ー シ 園

〒９３９－１５３１ 南砺市院林８２－１
TEL ０７６３－２２－３１３３ FAX ０７６３－２２－３１３３

多機能型事業所 花椿かがやき

南砺市八塚５８０－１

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３９－１５３３ 南砺市八塚５８０－１
TEL ０７６３－２２－２２５２ FAX ０７６３－２２－２２０５

みんなの台所・城端

南砺市野田１１４７

一般社団法人
さざんくろす

〒９３９－１８４２ 南砺市野田１１４７
TEL ０７６３－５８－５６１８ FAX ０７６３－５８－５６１９

○障害者就業・生活支援センター (求職相談、職場定着相談、生活相談、職場の環境改善などの相談を受けます)
事業所名
障がい者サポートセンター きらり

所在地
砺波市幸町１－７
（富山県砺波総合庁舎内）

運営主体
社会福祉法人
渓 明 会

運営主体等の連絡先
〒９３９－１３８６ 砺波市幸町１－７
TEL ０７６３－３３－１５５２ FAX ０７６３－５５－６６２５

○自立訓練（生活訓練） (自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います)
事業所名・施設名

所在地

運営主体

運営主体の連絡先

【基】契約市

緑心会 あすみる

砺波市太田５６７－２

医療法人社団
緑 心 会

〒９３９－１３１５ 砺波市太田５７０
TEL ０７６３－３４－５６７７ FAX ０７６３－３３－１３４０

【基】やなぜ苑デイサービスセンター

砺波市柳瀬３

社会福祉法人
砺波福祉会

〒９３９－１３１３ 砺波市柳瀬３
TEL ０７６３－３２－２０９０ FAX ０７６３－３２－６５４３

砺 × ×

【基】砺波市庄東デイサービスセンター

砺波市安川２９７

社会福祉法人
砺波福祉会

〒９３９－１４３８ 砺波市安川２９７
TEL ０７６３－３７－２１６１ FAX ０７６３－３７－１５２６

砺 × ×

【基】ケアポート庄川デイサービスセンター

砺波市庄川町金屋字岩黒３８
－１

社会福祉法人
庄川福祉会

〒９３２－０３０５ 砺波市庄川町金屋字岩黒３８－１
TEL ０７６３－８２－６８６８ FAX ０７６３－８２－４１９２

砺 × ×

砺波市苗加８２４－１

社会福祉法人
砺波市社会福祉協議会

〒９３９－１３３３ 砺波市苗加８２４－１
TEL ０７６３－３２－７２９５ FAX ０７６３－３２－７２９６

砺 × ×

砺波市林１２０２

社会福祉法人
砺波市社会福祉協議会

〒９３９－１３４５ 砺波市林１２０２
TEL ０７６３－３３－３０８２ FAX ０７６３－３３－３１８２

砺 × ×

砺波市深江１－２９０

ＮＰＯ法人
富山県在宅生活支援センター

〒９３９－１３３１ 砺波市深江１－２９０
TEL ０７６３－３４－６６６１ FAX ０７６３－３４－６６６３

砺 × ×

砺波市東中１７１

宗教法人
善福寺

〒９３９－１３４８ 砺波市東中１７１
TEL ０７６３－３２－１８８２ FAX ０７６３－３２－１８９２

砺 × ×

砺波市庄川町金屋２８３３－１ ＮＰＯ法人 まま

〒９３２－０３０５ 砺波市庄川町金屋２８３３－１
TEL ０７６３－８２－７６６７ FAX ０７６３－８２－７６６８

砺 小 南

砺波市豊町二丁目１３－６

エスエイチ株式会社

〒９３９－１３６４ 砺波市豊町二丁目１３－６
TEL ０７６３－３３－１４７０ FAX ０７６３－３３－１４７０

砺 × ×

砺波市宮丸１８３－１

健生株式会社

〒９３９－１３５２ 砺波市宮丸１８３－１
TEL ０７６３－５８－５８２６ FAX ０７６３－５８－５８２７

砺 × ×

障害福祉サービス事業所 トライ工房

小矢部市埴生１４７６

社会福祉法人
黎 明 の 郷

〒９３２－０８３６ 小矢部市埴生１４７６
TEL ０７６６－６７－５２２５ FAX ０７６６－６７－５２２６

【基】デイサービスわくわく小矢部

小矢部市新富町４－１

特定非営利活動法人
わくわく小矢部

〒９３２－００４４ 小矢部市新富町４－１
TEL ０７６６－６７－５３６０ FAX ０７６６－６７－５３６５

【基】砺波市南部デイサービスセンター
【基】砺波市北部デイサービスセンター
【基】デイサービスセンターほほ笑み
【基】（宗）善福寺デイサービス聚楽
【基】デイサービスしょうずんだ
【基】ゆたか町の家
【基】のぞみリハビリテーションアカデミー

砺 × ×

○自立訓練（機能訓練） （自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の向上のために必要な訓練を行います）
事業所名・施設名
【基】のぞみリハビリテーションアカデミー

所在地
砺波市宮丸１８３－１

運営主体
健生株式会社
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運営主体の連絡先
〒９３９－１３５２ 砺波市宮丸１８３－１
TEL ０７６３－５８－５８２６ FAX ０７６３－５８－５８２７

【基】契約市

砺 × ×

○移動支援 (屋外での移動が困難な方に対して、外出の際に円滑な移動を支援します)
事業所名

所在地

運営主体

運営主体等の連絡先

【基】契約市

ニチイケアセンター砺波

砺波市太郎丸１丁目８－１２

株式会社ニチイ学館

〒９３９－１３６３ 砺波市太郎丸１丁目８－１２
TEL ０７６３－３４－７２６１ FAX ０７６３－３４－７２６３

砺 × ×

障害者支援施設 渓明園からまつ

小矢部市論田８

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３２－００６５ 小矢部市論田８
TEL ０７６６－６８－０３６３ FAX ０７６６－６８－１６４３

砺 小 ×

小矢部市社協ホームヘルプサービス

小矢部市鷲島１５

社会福祉法人
小矢部市社会福祉協議会

〒９３２－０８２１ 小矢部市鷲島１５
TEL ０７６６－６７－８６１１ FAX ０７６６－６７－４８９６

× 小 ×

マーシ園ヘルパーステーション

南砺市福野１７３６－１

社会福祉法人
マ ー シ 園

〒９３２－１５６１ 南砺市福野１７３６－1
TEL ０７６３－５５－６７０２ FAX ０７６３－５５－６５２８

砺 小 南

多機能型事業所 花椿かがやき

南砺市八塚５８０－１

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３９－１５３３ 南砺市八塚５８０－１
TEL ０７６３－２２－２２５２ FAX ０７６３－２２－２２０５

砺 小 南

ふく満ホームヘルプサービス事業所

南砺市福光１０４５

社会福祉法人
福寿会

〒９３９－１６６２ 南砺市福光１０４５
TEL ０７６３－５３－００５５ FAX ０７６３－５３－１１３１

× × 南

ニチイケアセンター南砺

南砺市八幡１３－１

株式会社ニチイ学館

〒９３９－１６２４ 南砺市八幡１３－１
TEL ０７６３－５２－８０８６ FAX ０７６３－５２－１７１６

× × 南

○日中一時支援 (家庭で介護している方の事情によって、日中、一時的に支援が必要な障害者等を日帰りで預かり、食事や排せつ等の介護、見守りを行います)
事業所名

所在地

運営主体

運営主体等の連絡先

【基】契約市

砺波市福山１１６４

富山県

〒９３９－１４３６ 砺波市福山１１６４
TEL ０７６３－３７－０１５７ FAX ０７６３－３７－１５２２

砺波市庄川町青島４０１

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３２－０３１４ 砺波市庄川町青島４０１
TEL ０７６３－８２－５５０６ FAX ０７６３－８２－５５０６

砺 × 南

砺波市宮丸４４６－４

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３９－１３５２ 砺波市宮丸４６６－４
TEL ０７６３－３３－６８９５ FAX ０７６３－３３－６８９５

砺 × ×

砺波市十年明３３

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３９－１３５３ 砺波市十年明３３
TEL ０７６３－３２－１７１７ FAX ０７６３－３２－１７１７

砺 × 南

砺波市宮森４６１

企業組合労協センター事業
団

〒９３９－１４０６ 砺波市宮森４６１
TEL ０７６３－３７－２２８０ FAX ０７６３－３７－２２８１

× 小 ×

砺波市庄川町金屋２８３３－１ ＮＰＯ法人 まま

〒９３２－０３０５ 砺波市庄川町金屋２８３３－１
TEL ０７６３－８２－７６６７ FAX ０７６３－８２－７６６８

砺 × ×

砺波市五郎丸３３３

株式会社いろり

〒９３９－１３２７ 砺波市五郎丸３３３
TEL ０７６３－３２－２３６９ FAX ０７６３－３２－２３６９

砺 × 南

砺波市東中１７１

宗教法人
善福寺

〒９３９－１３４８ 砺波市東中１７１
TEL ０７６３－３２－１８８２ FAX ０７６３－３２－１８９２

砺 × ×

小矢部市綾子５５９８

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３２－０８３３ 小矢部市綾子５５９８
TEL ０７６６－６７－５１４５ FAX ０７６６－６７－５１４５

砺 小 ×

小矢部市鷲島６６

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３２－０８２１ 小矢部市鷲島６６
TEL ０７６６－６８－２９６０ FAX ０７６６－６８－２９６０

× 小 ×

障害者支援施設 渓明園からまつ , 渓明園あす
小矢部市論田８
なろ

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３２－００６５ 小矢部市論田８
TEL ０７６６－６８－０３６３ FAX ０７６６－６８－１６４３

砺 小 南

多機能型事業所 渓明園めるへん

小矢部市石動町１８－９

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３２－００５３ 小矢部市石動町１８－９
TEL ０７６６－６７－６５２１ FAX ０７６６－６７－６５２３

× 小 ×

小矢部市新富町４－１

特定非営利活動法人
わくわく小矢部

〒９３２－００４４ 小矢部市新富町４－１
TEL ０７６６－６７－５３６０ FAX ０７６６－６７－５３６５

× 小 南
× 小 ×

富山県立砺波学園
障害福祉サービス事業 砺波事業所
福祉作業所庄川
障害福祉サービス事業 砺波事業所
福祉作業所油田
障害福祉サービス事業 砺波事業所
サポートぷらす
砺波地域福祉事業所 大空と大地のぽぴー村
デイサービスしょうずんだ
デイサービスいろり
（宗）善福寺デイサービス聚楽
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
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

デイサービスわくわく小矢部

砺 小 南

【基】富山型デイサービス城山

小矢部市城山町５－４８

株式会社アトマ

〒９３２－００４７ 小矢部市城山町５－４８
TEL ０７６６－５３－５８７６ FAX ０７６６－５３－５８７７

障害福祉サービス事業 南砺事業所
福祉作業所メイプル福野

南砺市院林８２－１

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３９－１５３１ 南砺市院林８２－１
TEL ０７６３－２２－６８７０ FAX ０７６３－２２－６８７０

砺 × 南

障害福祉サービス事業 南砺事業所
福祉作業所フレンドハウス福光

南砺市高宮１

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３９－１７４１ 南砺市高宮１
TEL ０７６３－５２－６０４３ FAX ０７６３－５２－６０４３

× × 南

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

南砺市理休３３６－１

社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

〒９３９－１８１１ 南砺市理休３３６－１
TEL ０７６３－６２－３３４６ FAX ０７６３－６２－３３４７

× × 南

障害者支援施設 花椿あおぞら , 花椿きらめき 南砺市蛇喰１３０２

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３９－１８７４ 南砺市蛇喰１３０２
TEL ０７６３－６４－８８８０ FAX ０７６３－６４－８８８１

砺 小 南

多機能型事業所 花椿かがやき

南砺市八塚５８０－１

社会福祉法人
渓 明 会

〒９３９－１５３３ 南砺市八塚５８０－１
TEL ０７６３－２２－２２５２ FAX ０７６３－２２－２２０５

砺 小 南

わらび学園

南砺市福野８７－８

社会福祉法人わらび学園

〒９３９－１５６１ 南砺市福野８７－８
TEL ０７６３－２２－６０５５ FAX ０７６３－２２－６０１１

砺 × 南

デイサービスいちご

南砺市荒木１３３３－１

有限会社フィールド

〒９３９－１７３２ 南砺市荒木１３３３－１
TEL ０７６３－５２－７７１５ FAX ０７６３－５２－７７１４

砺 小 南

デイサービス母笑夢

南砺市遊部川原５３

NPO法人
母笑夢

〒９３９－１６２２ 南砺市遊部川原５３
TEL ０７６３－５２－７５５５ FAX ０７６３－５２－７５５０

× × 南

ステップバイステップ

南砺市梅野字東野島２０７７－
（株）サード・プレイス
１

新生苑
富山県リハビリテーション病院
こども支援センター

〒９３９－１７２４ 南砺市梅野東野島２０７７－１
TEL ０７６３－５５－６７０８ FAX ０７６３－５５－６６０６

小 南

高岡市麻生谷３７９６

社会福祉法人
たかおか新生会

〒９３９－１６２２ 高岡市麻生谷３７９６
TEL ０７６６－３１－１８２０ FAX ０７６６－３１－１８８６

× × 南

富山市下飯野３６

社会福祉法人
富山県社会福祉総合センター

〒９３１－８５１７ 富山市下飯野３６
TEL ０７６－４３８－２２３３ FAX ０７６－４３７－５３９０

砺 × 南

○地域活動支援センター (創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行います)
事業所名

所在地

運営主体

運営主体等の連絡先

地域活動支援センターとなみ野

砺波市出町中央１３－１

社会福祉法人
たびだちの会

〒９３９－１３７９ 砺波市出町中央１３－１
TEL ０７６３－２３－６５４０ FAX ０７６３－２３－６５４１

地域活動支援センターひまわり

小矢部市埴生１４７６

社会福祉法人
黎 明 の 郷

〒９３２－０８３６ 小矢部市埴生１４７６
TEL ０７６６－６７－７３４０ FAX ０７６６－６７－７３４１

地域活動支援センターピアサポートあい

南砺市院林８２－１

社会福祉法人
マ ー シ 園

〒９３９－１５３１ 南砺市院林８２－１
TEL ０７６３－２２－２０６１ FAX ０７６３－２２－３３５０

○認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護
(認知症の特性に配慮した入浴・排せつ・食事等の介護、生活相談・助言や日常生活上の世話、機能訓練を行います)

事業所名
地域密着型サービス事業所
共生型グループホーム らぶあけぼの

所在地
小矢部市綾子５５９９

運営主体
社会福祉法人
手をつなぐとなみ野

運営主体等の連絡先
〒９３２－０８３３ 小矢部市綾子５５９９
TEL ０７６６－６８－３８２６ FAX ０７６６－６８－３８２７

※ 【基】は基準該当事業所＝介護保険の指定事業所などで、市が障害福祉サービス事業所の基準の一部を満たすと認める事業所
※ 【共】は共生型事業所＝介護保険の指定事業所で、障害福祉の居宅介護、生活介護、短期入所等の県の指定基準の特例を満たす事業所
※ 各市との契約があるため住所地によっては他市のサービスが受けられない場合があります。
※ 砺波・小矢部・南砺市の事業所を掲載してあります。 詳細は各市にお問い合わせください。
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