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3年４月1日現在
砺波圏域障害者基幹相談支援センター作成

○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

事業所所在地
〒939-1386 砺波市幸町1-7
(富山県砺波総合庁舎内)

砺波圏域障害者基幹相談支援センター

事業所連絡先
TEL 0763-33-6252

FAX 0763-33-6275

運営主体
社会福祉法人 渓明会

○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

事業所所在地

事業所連絡先

運営主体

障がい者サポートセンター きらり

〒939-1386 砺波市幸町1-7
(富山県砺波総合庁舎内)

TEL 0763-33-1552

FAX 0763-55-6625

社会福祉法人 渓明会

地域活動支援センターとなみ野

〒939-1379 砺波市出町中央13-1

TEL 0763-23-6540

FAX 0763-23-6541

社会福祉法人 たびだちの会

地域活動支援センターひまわり

〒932-0836 小矢部市埴生1476

TEL 0766-67-7340

FAX 0766-67-7341

社会福祉法人 黎明の郷

わくわく小矢部相談支援事業所

〒932-0044 小矢部市新富町4-1

TEL 0766-67-5360

FAX 0766-67-5365

特定非営利活動法人
わくわく小矢部

相談支援センターあい

〒939-1531 南砺市院林82-1

TEL 0763-22-3535

FAX 0763-22-3350

社会福祉法人 マーシ園

○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

事業所所在地

事業所連絡先

者

児

社会福祉法人 渓明会

○

○

FAX 0763-23-6541

社会福祉法人 たびだちの会

○

○

TEL 0763-32-1882

FAX 0763-32-1892

宗教法人 善福寺

○

○

〒932-0833 小矢部市綾子5596

TEL 0766-68-3820

FAX 0766-68-3821

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

○

地域活動支援センターひまわり

〒932-0836 小矢部市埴生1476

TEL 0766-67-7340

FAX 0766-67-7341

社会福祉法人 黎明の郷

○

○

わくわく小矢部相談支援事業所

〒932-0044 小矢部市新富町4-1

TEL 0766-67-5360

FAX 0766-67-5365

特定非営利活動法人
わくわく小矢部

○

○

相談支援センターあい

〒939-1531 南砺市院林82-1

TEL 0763-22-3535

FAX 0763-22-3350

社会福祉法人 マーシ園

○

○

特定相談支援事業所木の香

〒932-0242 南砺市谷142

TEL 0763-82-6000

FAX 0763-82-6029

社会福祉法人 マーシ園

○

特定相談支援事業所八乙女

〒932-0242 南砺市谷142

TEL 0763-82-0490

FAX 0763-82-3251

社会福祉法人 マーシ園

○

わらび学園

〒939-1561 南砺市福野87-8

TEL 0763-22-6055

FAX 0763-22-6011

社会福祉法人 わらび学園

障がい者サポートセンター きらり

〒939-1386 砺波市幸町1-7
(富山県砺波総合庁舎内)

TEL 0763-33-1552

FAX 0763-55-6625

地域活動支援センターとなみ野

〒939-1379 砺波市出町中央13-1

TEL 0763-23-6540

聚楽サンガ

〒939-1348 砺波市東中171

地域生活支援センターすまいる

○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

事業所所在地

重

運営主体

:重度訪問介護

事業所連絡先

運営主体

ニチイケアセンター砺波

重

〒939-1363 砺波市太郎丸1丁目8-12

TEL 0763-34-7261

FAX 0763-34-7263

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター石丸

重

〒939-1301 砺波市石丸401

TEL 0763-34-1020

FAX 0763-34-1021

株式会社 ニチイ学館

ニチイケアセンター庄川

重

〒932-0315 砺波市庄川町示野121

TEL 0763-82-8588

FAX 0763-82-2042

株式会社 ニチイ学館

砺波市ヘルパーステーション （市役所）

重

〒939-1398 砺波市栄町7-3

TEL 0763-33-1111

FAX 0763-33-7622

砺波市(高齢介護課)

砺波市ヘルパーステーション （庄 川）

重

〒932-0393 砺波市庄川町青島401

TEL 0763-82-4130

FAX 0763-82-4208

砺波市(高齢介護課)

ものがたりホームヘルパーステーション

重

〒939-1315 砺波市太田1382

TEL 0763-55-6200

FAX 0763-34-0103

医療法人社団 ナラティブホーム

〒932-0102 小矢部市水島680

TEL 0766-61-3737

FAX 0766-61-2276

いなば農業協同組合

〒932-0821 小矢部市鷲島15

TEL 0766-67-8613

FAX 0766-67-4896

社会福祉法人
小矢部市社会福祉協議会

〒932-0065 小矢部市論田8

TEL 0766-68-0363

FAX 0766-68-1643

社会福祉法人 渓明会

〒932-0211 南砺市井波938

TEL 0763-82-0524

FAX 0763-82-7776

南砺市

〒939-1507 南砺市二日町1331-45

TEL 0763-55-6702

FAX 0763-55-6362

社会福祉法人 マーシ園

〒939-1531 南砺市院林92-1

TEL 0763-22-6548

FAX 0763-22-7569

社会福祉法人 福寿会

重

〒939-1624 南砺市八幡13-1

TEL 0763-52-8086

FAX 0763-52-1716

株式会社 ニチイ学館

重

〒939-1576 南砺市やかた105
FCCﾋﾞﾙ1F

TEL 0763-22-8003

FAX 0763-22-3305

株式会社 ニチイ学館

〒939-1662 南砺市福光1045

TEL 0763-53-0055

FAX 0763-53-1131

社会福祉法人 福寿会

〒939-1662 南砺市福光1192

TEL 0763-52-2621

FAX 0763-52-8760

福光農業協同組合

〒939-1844 南砺市野口191-1

TEL 0763-62-3777

FAX 0763-62-3774

(株)キャリアマッチングシステム富山

〒939-1533 南砺市八塚580-1

TEL 0763-22-2252

FAX 0763-22-2205
FAX 0763-68-2866

ＪＡいなば福祉支援センター

重

重

小矢部市社協ホームヘルプセンター
【基】障害者支援施設 渓明園からまつ
南砺市井波ホームヘルプステーション

重

マーシ園ヘルパーステーション
旅川ホームヘルプサービス事業所
ニチイケアセンター南砺
ニチイケアセンター福野

ふく満ホームヘルプサービス事業所

重

重

ＪＡ福光ふれあいセンター
となみケアサービス

重

【基】多機能型事業所 花椿かがやき
【基】南砺市五箇山ホームヘルプステーション

重

〒939-2511 南砺市利賀村百瀬川313

TEL 0763-68-2316

○

【基】契約市

砺

小

南

社会福祉法人 渓明会

砺

小

南

社会福祉法人
南砺市社会福祉協議会

×

×

南

○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

事業所所在地

事業所連絡先

運営主体

ニチイケアセンター砺波

〒939-1363 砺波市太郎丸1丁目8-12

TEL 0763-34-7261

FAX 0763-34-7263

株式会社 ニチイ学館

マーシ園ヘルパーステーション

〒939-1507 南砺市二日町1331-45

TEL 0763-55-6702

FAX 0763-55-6362

社会福祉法人 マーシ園

ふく満ホームヘルプサービス事業所

〒939-1662 南砺市福光1045

TEL 0763-53-0055

FAX 0763-53-1131

社会福祉法人 福寿会

○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

事業所所在地

事業所連絡先

運営主体

【基】契約市

砺波市ヘルパーステーション （市役所）

〒939-1398 砺波市栄町7-3

TEL 0763-33-1111

FAX 0763-33-7622

砺波市(高齢介護課)

砺波市ヘルパーステーション （庄 川）

〒932-0314 砺波市庄川町青島401

TEL 0763-82-4130

FAX 0763-82-4208

砺波市(高齢介護課)

【基】障害者支援施設 渓明園からまつ

〒932-0065 小矢部市論田8

TEL 0766-68-0363

FAX 0766-68-1643

社会福祉法人 渓明会

砺

小

南

【基】多機能型事業所 花椿かがやき

〒939-1533 南砺市八塚580-1

TEL 0763-22-2252

FAX 0763-22-2205

社会福祉法人 渓明会

砺

小

南

【基】南砺市五箇山ホームヘルプステーション

〒939-2511 南砺市利賀村百瀬川313

TEL 0763-68-2316

FAX 0763-68-2866

社会福祉法人
南砺市社会福祉協議会

×

×

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

事業所所在地
〒939-1386 砺波市幸町1-7
(富山県砺波総合庁舎内)

事業所連絡先
TEL 0763-33-1552

FAX 0763-55-6625

運営主体
社会福祉法人 渓明会

○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

事業所所在地

事業所連絡先

運営主体

【基】契約市

オンライン２．０

〒939-1363 砺波市太郎丸三丁目98-1
太郎丸ｽｸｴｱC号室

TEL 0763-55-6490

FAX 0763-55-6472

株式会社 マルチビジョン

【基】デイサービスしょうずんだ

〒932-0305 砺波市庄川町金屋2833-1

TEL 0763-82-7667

FAX 0763-82-7668

ＮＰＯ法人 まま

×

小

【基】砺波地域福祉事業所
大空と大地のぽぴー村

〒939-1406 砺波市宮森461

TEL 0763-37-2280

FAX 0763-37-2281

企業組合労協センター事業団

砺

小

【基】デイサービスわくわく小矢部

〒932-0044 小矢部市新富町4-1

TEL 0766-67-5360

FAX 0766-67-5365

特定非営利活動法人
わくわく小矢部

×

小

南

わらび学園

〒939-1561 南砺市福野87-8

TEL 0763-22-6055

FAX 0763-22-6011

社会福祉法人 わらび学園

【基】デイサービス母笑夢

〒939-1622 南砺市遊部川原53

TEL 0763-52-7555

FAX 0763-52-7550

ＮＰＯ法人 母笑夢

×

×

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

事業所所在地

事業所連絡先

運営主体

【基】契約市

きっずるーむクローバー

〒939-1312 砺波市東開発274-4

TEL 0763-58-5540

FAX 0763-58-5540

社会福祉法人 渓明会

オンライン砺波

〒939-1363 砺波市太郎丸三丁目98-1
太郎丸ｽｸｴｱD号室

TEL 0763-55-6470

FAX 0763-55-6472

株式会社 マルチビジョン

ここいろ

〒939-1355 砺波市杉木4丁目75
74ﾋﾞﾙ

TEL 0763-58-5365

FAX 0763-58-5366

合同会社 燈

オンライン２．０

〒939-1363 砺波市太郎丸三丁目98-1
太郎丸ｽｸｴｱC号室

TEL 0763-55-6490

FAX 0763-55-6472

株式会社 マルチビジョン

【共】ゆたか町の家

〒939-1364 砺波市豊町二丁目13-6

TEL 0763-33-1470

FAX 0763-33-1470

エスエイチ株式会社

【共】東石丸の家

〒939-1302 砺波市東石丸30-31

TEL 0763-55-6431

FAX 0763-55-6432

ソーシャルサポートYM株式会社

【基】やなぜ苑デイサービスセンター

〒939-1313 砺波市柳瀬3

TEL 0763-32-3050

FAX 0763-32-6543

社会福祉法人 砺波福祉会

砺

×

×

【基】砺波市庄東デイサービスセンター

〒939-1438 砺波市安川297

TEL 0763-37-2161

FAX 0763-37-1526

社会福祉法人 砺波福祉会

砺

×

×

FAX 0763-32-7296

社会福祉法人
砺波市社会福祉協議会

砺

×

南

砺

×

×

【基】砺波市南部デイサービスセンター

〒939-1333 砺波市苗加824-1

TEL 0763-32-7295

【基】砺波市北部デイサービスセンター

〒939-1345 砺波市林1202

TEL 0763-33-3082

FAX 0763-33-3182

社会福祉法人
砺波市社会福祉協議会

【基】（宗）善福寺デイサービス聚楽

〒939-1348 砺波市東中171

TEL 0763-32-1882

FAX 0763-32-1892

宗教法人 善福寺

砺

小

×

【基】砺波地域福祉事業所
大空と大地のぽぴー村

〒939-1406 砺波市宮森461

TEL 0763-37-2280

FAX 0763-37-2281

企業組合労協センター事業団

砺

小

×

【基】デイサービスしょうずんだ

〒932-0305 砺波市庄川町金屋2833-1

TEL 0763-82-7667

FAX 0763-82-7668

ＮＰＯ法人 まま

砺

小

南

【基】デイサービスいろり

〒939-1327 砺波市五郎丸333

TEL 0763-32-2369

FAX 0763-32-2369

株式会社 いろり

砺

×

南

放課後等デイサービス事業所
きっずるーむこごみ

〒932-0053 小矢部市石動町18-11

TEL 0766-50-8137

FAX 0766-50-8131

社会福祉法人 渓明会

【基】デイサービスわくわく小矢部

〒932-0044 小矢部市新富町4-1

TEL 0766-67-5360

FAX 0766-67-5365

特定非営利活動法人
わくわく小矢部

砺

小

南

ステップ・バイ・ステップ

〒939-1724 南砺市梅野東野島2077-1

TEL 0763-55-6708

FAX 0763-55-6606

㈱サード・プレイス

ステップ・バイ・ステップ福光店

〒939-1702 南砺市吉江中661
ｱﾗｯｸｽﾋﾞﾙ福光Ⅲ

TEL 0763-58-5789

FAX 0763-58-5779

㈱サード・プレイス

【基】デイサービス母笑夢

〒939-1622 南砺市遊部川原53

TEL 0763-52-7555

FAX 0763-52-7550

ＮＰＯ法人 母笑夢

×

×

南

【基】マーシ園 木の香

〒932-0242 南砺市谷142

TEL 0763-82-6000

FAX 0763-82-6029

社会福祉法人 マーシ園

×

×

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

事業所所在地
〒939-1561 南砺市福野87-8

事業所連絡先
TEL 0763-22-6055

FAX 0763-22-6011

運営主体
社会福祉法人 わらび学園

○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

事業所所在地
〒939-1436 砺波市福山1164

事業所連絡先
TEL 0763-37-0157

FAX 0763-37-1522

運営主体
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

事業所所在地

事業所連絡先

運営主体

富山県立砺波学園

〒939-1436 砺波市福山1164

TEL 0763-37-0157

FAX 0763-37-1522

富山県

【共】ゆたか町の家

〒939-1364 砺波市豊町二丁目13-6

TEL 0763-33-1470

FAX 0763-33-1470

エスエイチ株式会社

障害者支援施設
渓明園からまつ , 渓明園あすなろ

〒932-0065 小矢部市論田8

TEL 0766-68-0363

FAX 0766-68-1643

社会福祉法人 渓明会

日中サービス支援型ホームこごみ

〒932-0053 小矢部市石動町18-11

TEL 0766-50-8136

FAX 0766-50-8131

社会福祉法人 渓明会

マーシ園 木の香

〒932-0242 南砺市谷142

TEL 0763-82-6000

FAX 0763-82-6029

社会福祉法人 マーシ園

障害者支援施設
花椿あおぞら , 花椿きらめき

〒939-1874 南砺市蛇喰1302

TEL 0763-64-8880

FAX 0763-64-8881

社会福祉法人 渓明会

特別養護老人ホーム いなみ

〒932-0211 南砺市井波1310-1

TEL 0763-82-7040

FAX 0763-82-7022

社会福祉法人 福寿会

○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

事業所所在地
〒939-1893 南砺市信末5963

事業所連絡先
TEL 0763-62-1340

FAX 0763-62-3460

運営主体
独立行政法人
国立病院機構 北陸病院

○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

事業所所在地

事業所連絡先

運営主体

【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

〒939-1308 砺波市三郎丸184-1

TEL 0763-32-1717

FAX 0763-32-1717

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

【共】ゆたか町の家

〒939-1364 砺波市豊町二丁目13-6

TEL 0763-33-1470

FAX 0763-33-1470

エスエイチ株式会社

【基】やなぜ苑デイサービスセンター

〒939-1313 砺波市柳瀬3

TEL 0763-32-3050

FAX 0763-32-6543

社会福祉法人 砺波福祉会

砺

×

×

【基】砺波市庄東デイサービスセンター

〒939-1438 砺波市安川297

TEL 0763-37-2161

FAX 0763-37-1526

社会福祉法人 砺波福祉会

砺

×

×

【基】ケアポート庄川デイサービスセンター

〒932-0305 砺波市庄川町金屋字岩黒38-1

TEL 0763-82-6871

FAX 0763-82-6862

社会福祉法人 庄川福祉会

砺

×

×

砺

×

南

【基】砺波市南部デイサービスセンター

〒939-1333 砺波市苗加824-1

TEL 0763-32-7295

FAX 0763-32-7296

社会福祉法人
砺波市社会福祉協議会

【基】砺波市北部デイサービスセンター

〒939-1345 砺波市林1202

TEL 0763-33-3082

FAX 0763-33-3182

社会福祉法人
砺波市社会福祉協議会

砺

×

×

【基】（宗）善福寺デイサービス聚楽

〒939-1348 砺波市東中171

TEL 0763-32-1882

FAX 0763-32-1892

宗教法人 善福寺

砺

小

×

【基】砺波地域福祉事業所
大空と大地のぽぴー村

〒939-1406 砺波市宮森461

TEL 0763-37-2280

FAX 0763-37-2281

企業組合労協センター事業団

砺

小

南

【基】デイサービスしょうずんだ

〒932-0305 砺波市庄川町金屋2833-1

TEL 0763-82-7667

FAX 0763-82-7668

ＮＰＯ法人 まま

砺

小

南

【基】デイサービスいろり

〒939-1327 砺波市五郎丸333

TEL 0763-32-2369

FAX 0763-32-2369

株式会社 いろり

砺

×

南

【基】デイサービス
のぞみリハビリテーションアカデミー

〒939-1352 砺波市宮丸183-1

TEL 0763-58-5826

FAX 0763-58-5827

健生株式会社

砺

×

×

障害者支援施設
渓明園からまつ , 渓明園あすなろ

〒932-0065 小矢部市論田8

TEL 0766-68-0363

FAX 0766-68-1643

社会福祉法人 渓明会

多機能型事業所 渓明園めるへん

〒932-0053 小矢部市石動町18-9

TEL 0766-67-6521

FAX 0766-67-6523

社会福祉法人 渓明会

【共】共生型デイサービス ぴーすあけぼの

〒932-0833 小矢部市綾子5596

TEL 0766-30-5858

FAX 0766-30-5106

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

【基】小矢部市デイサービスセンター

〒932-0821 小矢部市鷲島15

TEL 0766-67-8613

FAX 0766-67-4896

社会福祉法人
小矢部市社会福祉協議会

×

小

×

砺

小

南

【基】デイサービスわくわく小矢部

〒932-0044 小矢部市新富町4-1

TEL 0766-67-5360

FAX 0766-67-5365

特定非営利活動法人
わくわく小矢部

【基】リハビリ・デイサービスおやべ

〒932-0814 小矢部市赤倉207

TEL 0766-67-2001

FAX 0766-30-2520

ライフ・クリエイト株式会社

砺

小

×

【基】富山型デイサービス城山

〒932-0047 小矢部市城山町5-48

TEL 0766-53-5876

FAX 0766-53-5877

株式会社 アトマ

×

小

×

マーシ園木の香

〒932-0242 南砺市谷142

TEL 0763-82-6000

FAX 0763-82-6029

社会福祉法人 マーシ園

マーシ園八乙女

〒932-0242 南砺市谷142

TEL 0763-82-0490

FAX 0763-82-3251

社会福祉法人 マーシ園

障害者支援施設
花椿あおぞら , 花椿きらめき

〒939-1874 南砺市蛇喰1302

TEL 0763-64-8880

FAX 0763-64-8881

社会福祉法人 渓明会

多機能型事業所 花椿かがやき

〒939-1533 南砺市八塚580-1

TEL 0763-22-2252

FAX 0763-22-2205

社会福祉法人 渓明会

【基】デイサービスセンターいなみ

〒932-0211 南砺市井波1310-1

TEL 0763-82-7030

FAX 0763-82-7043

社会福祉法人 福寿会

×

×

南

事業所名

事業所連絡先

事業所所在地

運営主体

【基】契約市

【基】やすらぎ荘デイサービスセンター

〒939-1744 南砺市天池1570

TEL 0763-52-7206

FAX 0763-52-7207

社会福祉法人 福寿会

×

×

南

【基】デイサービス母笑夢

〒939-1622 南砺市遊部川原53

TEL 0763-52-7555

FAX 0763-52-7550

NPO法人 母笑夢

×

×

南

【基】南砺市利賀デイサービスセンター

〒939-2511 南砺市利賀村百瀬川313

TEL 0763-68-2316

FAX 0763-68-2866

社会福祉法人
南砺市社会福祉協議会

×

×

南

【基】ケアタウン福野

〒939-1552 南砺市柴田屋396-11

TEL 0763-58-5632

FAX 0763-58-5362

株式会社 ハートフル

×

×

南

○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

事業所所在地

事業所連絡先

運営主体

障害者支援施設
渓明園からまつ , 渓明園あすなろ

〒932-0065 小矢部市論田8

TEL 0766-68-0363

FAX 0766-68-1643

社会福祉法人 渓明会

マーシ園 木の香

〒932-0242 南砺市谷142

TEL 0763-82-6000

FAX 0763-82-6029

社会福祉法人 マーシ園

マーシ園 八乙女

〒932-0242 南砺市谷142

TEL 0763-82-0490

FAX 0763-82-3251

社会福祉法人 マーシ園

障害者支援施設
花椿あおぞら , 花椿きらめき

〒939-1874 南砺市蛇喰1302

TEL 0763-64-8880

FAX 0763-64-8881

社会福祉法人 渓明会

○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
あすみるーAsmile-

事業所所在地
〒939-1315 砺波市太田567-2

事業所連絡先
TEL 0763-34-5677

FAX 0763-33-1340

運営主体
医療法人社団 緑心会

○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

運営主体連絡先

運営主体

砺波市十年明

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

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

砺波市庄川町示野

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

社会福祉法人 渓明会

たびだちの会グループホーム たびだち荘

砺波市十年明

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

社会福祉法人 たびだちの会

たびだちの会グループホーム ゆうゆう荘

砺波市中央町

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

社会福祉法人 たびだちの会

砺波市東保

〒939-1254 高岡市滝新15
TEL 0766-36-1636 FAX 0766-36-1637

社会福祉法人 たかおか万葉福祉会

砺波市矢木

〒939-1315 砺波市太田567-2
TEL 0763-34-5677 FAX 0763-33-1340

医療法人社団 緑心会

小矢部市綾子

〒932-0833 小矢部市綾子5598
TEL 0766-68-3822 FAX 0766-73-2031

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

小矢部市綾子

〒932-0833 小矢部市綾子5598
TEL 0766-68-3822 FAX 0766-73-2031

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

グループホームぴーすあけぼの

小矢部市綾子

〒932-0833 小矢部市綾子5598
TEL 0766-68-3822 FAX 0766-73-2031

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

ホームやつわ

小矢部市八和町

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

社会福祉法人 渓明会

小矢部市綾子

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

社会福祉法人 渓明会

ホームいするぎ

小矢部市石動町

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

社会福祉法人 渓明会

日中サービス支援型ホームこごみ

小矢部市石動町

〒932-0053 小矢部市石動町18-11
TEL 0766-50-8136 FAX 0766-50-8131

社会福祉法人 渓明会

グリーン・フォンターナー

小矢部市新富町

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

医療法人社団 松風会

まつかぜ

小矢部市新富町

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

医療法人社団 松風会

アダージョ

小矢部市新富町

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

医療法人社団 松風会

啓愛会 なでしこハウス

小矢部市島

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

医療法人社団 啓愛会

啓愛会 藤村荘

小矢部市島

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

医療法人社団 啓愛会

啓愛会 チューリップ

小矢部市島

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

医療法人社団 啓愛会

啓愛会 花菖蒲の家

小矢部市福上

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

医療法人社団 啓愛会

ホーム風の谷

南砺市谷

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

社会福祉法人 マーシ園

南砺市福野

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

社会福祉法人 マーシ園

ホーム柴田屋

南砺市柴田屋

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

社会福祉法人 渓明会

ホーム柴田屋みなみ

南砺市柴田屋

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

社会福祉法人 渓明会

南砺市立野原東

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

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

共同生活援助事業所 ホーム十年明
ホーム庄川、ホーム庄川第２

かたかご苑グループホーム ホーム東保
緑心会グループホーム
＜チャレンジハイツ＞
共同生活援助事業所

ホームあけぼの

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

ホームあやこ

ホームふくの実

共同生活援助事業所 ホームたてのがはら

○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

事業所所在地
〒939-1375 砺波市中央町10-5

事業所連絡先
TEL 0763-33-5044

FAX 0763-33-5444

運営主体
社会福祉法人 たびだちの会

○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

事業所所在地

事業所連絡先

運営主体

ジュピター

〒939-1386 砺波市幸町5-5

TEL 0763-55-6168

FAX 0763-55-6169

株式会社 ORION

新の葉

〒939-1383 砺波市高道92

TEL 0763-58-5655

FAX 0763-58-5675

株式会社 ＥＡＣＨ ＯＮＥ

ワンダーランド砺波

〒939-1363 砺波市太郎丸字堂島6568-1

TEL 0763-55-6210

FAX 0763-55-6215

株式会社
ダイエードリームライツ

オアシス砺波

〒939-1302 砺波市東石丸372-13

TEL 0763-58-5211

FAX 0763-58-5216

株式会社 ＯＡＳＩＳ

ｓｅｌｆ-A・151A福光

〒939-1702 南砺市吉江中661
ｱﾗｯｸｽﾋﾞﾙ福光Ⅲ

TEL 0763-77-3773

FAX 0763-77-1177

株式会社 １５１A

○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

事業所所在地

事業所連絡先

運営主体

障害福祉サービス事業 砺波事業所
福祉作業所庄川

〒932-0314 砺波市庄川町青島401

TEL 0763-82-5506

FAX 0763-82-5506

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

障害福祉サービス事業 砺波事業所
福祉作業所油田

〒939-1352 砺波市宮丸466-4

TEL 0763-33-6895

FAX 0763-33-6895

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

障害福祉サービス事業所
ワークハウスとなみ野

〒939-1375 砺波市中央町10-5

TEL 0763-33-5044

FAX 0763-33-5444

社会福祉法人 たびだちの会

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

〒932-0821 小矢部市鷲島66

TEL 0766-68-2960

FAX 0766-68-2960

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

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

〒932-0053 小矢部市石動町9-30

TEL 0766-67-5145

FAX 0766-30-8116

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

多機能型事業所 渓明園めるへん

〒932-0053 小矢部市石動町18-9

TEL 0766-67-6521

FAX 0766-67-6523

社会福祉法人 渓明会

障害福祉サービス事業所 トライ工房

〒932-0836 小矢部市埴生1476

TEL 0766-67-5225

FAX 0766-67-5226

社会福祉法人 黎明の郷

斉藤商店おやべ

〒932-0136 小矢部市平田3118

TEL 0766-69-8181

FAX 0766-69-8183

有限会社 斉藤商店

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

〒939-1531 南砺市院林82-1

TEL 0763-22-6870

FAX 0763-22-6870

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

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

〒939-1741 南砺市高宮1

TEL 0763-52-6043

FAX 0763-52-6043

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

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

〒939-1811 南砺市理休246-1

TEL 0763-62-3346

FAX 0763-62-3347

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

多機能型就労支援事業所 マーシ園すてっぷ

〒932-0242 南砺市谷142

TEL 0763-82-0490

FAX 0763-82-3251

社会福祉法人 マーシ園

なんと共同作業所

〒939-1507 南砺市二日町1331-45

TEL 0763-55-6360

FAX 0763-55-6362

社会福祉法人 マーシ園

多機能型事業所 花椿かがやき

〒939-1533 南砺市八塚580-1

TEL 0763-22-2252

FAX 0763-22-2205

社会福祉法人 渓明会

みんなの台所・城端

〒939-1842 南砺市野田1147

TEL 0763-58-5618

FAX 0763-58-5619

一般社団法人 さざんくろす

○就労定着支援 (一般就労へ移行した障害者について、生活リズム・家計や体調管理等に関する課題解決に向けて指導や助言を行います)
事業所名
就労定着支援事業所 花椿かがやき（いろは）

事業所所在地
〒939-1533 南砺市八塚580-1

事業所連絡先
TEL 0763-22-2252

FAX 0763-22-2205

運営主体
社会福祉法人 渓明会

○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
砺波障害者就業・生活支援センター
(障がい者サポートセンターきらり内)

事業所所在地
〒939-1386 砺波市幸町1-7
(富山県砺波総合庁舎内)

事業所連絡先
TEL 0763-33-1552

FAX 0763-55-6625

運営主体
社会福祉法人 渓明会

○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

事業所所在地

事業所連絡先

運営主体

【基】契約市

あすみるーAsmileー

〒939-1315 砺波市太田567-2

TEL 0763-34-5677

FAX 0763-33-1340

医療法人社団 緑心会

【基】やなぜ苑デイサービスセンター

〒939-1313 砺波市柳瀬3

TEL 0763-32-3050

FAX 0763-32-6543

社会福祉法人 砺波福祉会

砺

×

×

【基】砺波市庄東デイサービスセンター

〒939-1438 砺波市安川297

TEL 0763-37-2161

FAX 0763-37-1526

社会福祉法人 砺波福祉会

砺

×

×

【基】ケアポート庄川デイサービスセンター

〒932-0305 砺波市庄川町金屋字岩黒38-1

TEL 0763-82-6871

FAX 0763-82-6862

社会福祉法人 庄川福祉会

砺

×

×

【基】砺波市南部デイサービスセンター

〒939-1333 砺波市苗加824-1

TEL 0763-32-7295

FAX 0763-32-7296

社会福祉法人
砺波市社会福祉協議会

砺

×

南

【基】砺波市北部デイサービスセンター

〒939-1345 砺波市林1202

TEL 0763-33-3082

FAX 0763-33-3182

社会福祉法人
砺波市社会福祉協議会

砺

×

×

【基】（宗）善福寺デイサービス聚楽

〒939-1348 砺波市東中171

TEL 0763-32-1882

FAX 0763-32-1892

宗教法人 善福寺

砺

×

×

【基】デイサービスしょうずんだ

〒932-0305 砺波市庄川町金屋2833-1

TEL 0763-82-7667

FAX 0763-82-7668

ＮＰＯ法人 まま

砺

小

南

【基】デイサービス
のぞみリハビリテーションアカデミー

〒939-1352 砺波市宮丸183-1

TEL 0763-58-5826

FAX 0763-58-5827

健生株式会社

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

事業所所在地

事業所連絡先

運営主体

【基】契約市

【基】デイサービス
のぞみリハビリテーションアカデミー

〒939-1352 砺波市宮丸183-1

TEL 0763-58-5826

FAX 0763-58-5827

健生株式会社

砺

×

×

【基】砺波市庄東デイサービスセンター

〒939-1438 砺波市安川297

TEL 0763-37-2161

FAX 0763-37-1526

社会福祉法人 砺波福祉会

砺

×

×

【基】やなぜ苑デイサービスセンター

〒939-1313 砺波市柳瀬3

TEL 0763-32-3050

FAX 0763-32-6543

社会福祉法人 砺波福祉会

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

事業所連絡先

事業所所在地

運営主体

契約市

ニチイケアセンター砺波

〒939-1363 砺波市太郎丸1丁目8-12

TEL 0763-34-7261

FAX 0763-34-7263

株式会社 ニチイ学館

砺

×

×

障害者支援施設 渓明園からまつ

〒932-0065 小矢部市論田8

TEL 0766-68-0363

FAX 0766-68-1643

社会福祉法人 渓明会

砺

小

×

小矢部市社協ホームヘルプセンター

〒932-0821 小矢部市鷲島15

TEL 0766-67-8613

FAX 0766-67-4896

社会福祉法人
小矢部市社会福祉協議会

×

小

×

マーシ園ヘルパーステーション

〒939-1507 南砺市二日町1331-45

TEL 0763-55-6702

FAX 0763-55-6362

社会福祉法人 マーシ園

砺

小

南

多機能型事業所 花椿かがやき

〒939-1533 南砺市八塚580-1

TEL 0763-22-2252

FAX 0763-22-2205

社会福祉法人 渓明会

砺

小

南

ふく満ホームヘルプサービス事業所

〒939-1662 南砺市福光1045

TEL 0763-53-0055

FAX 0763-53-1131

社会福祉法人 福寿会

×

×

南

ニチイケアセンター南砺

〒939-1624 南砺市八幡13-1

TEL 0763-52-8086

FAX 0763-52-1716

株式会社 ニチイ学館

×

×

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

事業所連絡先

事業所所在地

運営主体

契約市

富山県立砺波学園

〒939-1436 砺波市福山1164

TEL 0763-37-0157

FAX 0763-37-1522

富山県

砺

小

南

障害福祉サービス事業 砺波事業所
福祉作業所庄川

〒932-0314 砺波市庄川町青島401

TEL 0763-82-5506

FAX 0763-82-5506

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

砺

×

南

障害福祉サービス事業 砺波事業所
福祉作業所油田

〒939-1352 砺波市宮丸466-4

TEL 0763-33-6895

FAX 0763-33-6895

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

砺

×

×

障害福祉サービス事業 砺波事業所
サポートぷらす

〒939-1308 砺波市三郎丸184-1

TEL 0763-32-1717

FAX 0763-32-1717

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

砺

×

南

砺波地域福祉事業所
大空と大地のぽぴー村

〒939-1406 砺波市宮森461

TEL 0763-37-2280

FAX 0763-37-2281

企業組合労協センター事業団

砺

×

×

デイサービスしょうずんだ

〒932-0305 砺波市庄川町金屋2833-1

TEL 0763-82-7667

FAX 0763-82-7668

ＮＰＯ法人 まま

砺

×

×

デイサービスいろり

〒939-1327 砺波市五郎丸333

TEL 0763-32-2369

FAX 0763-32-2369

株式会社 いろり

砺

×

南

（宗）善福寺デイサービス聚楽

〒939-1348 砺波市東中171

TEL 0763-32-1882

FAX 0763-32-1892

宗教法人 善福寺

砺

×

×

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

〒932-0053 小矢部市石動町9-30

TEL 0766-67-5145

FAX 0766-30-8116

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

砺

小

×

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

〒932-0821 小矢部市鷲島66

TEL 0766-68-2960

FAX 0766-68-2960

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

×

小

×

共生型デイサービス ぴーすあけぼの

〒932-0833 小矢部市綾子5596

TEL 0766-30-5858

FAX 0766-30-5106

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

砺

小

南

障害者支援施設
渓明園からまつ , 渓明園あすなろ

〒932-0065 小矢部市論田8

TEL 0766-68-0363

FAX 0766-68-1643

社会福祉法人 渓明会

砺

小

南

多機能型事業所 渓明園めるへん

〒932-0053 小矢部市石動町18-9

TEL 0766-67-6521

FAX 0766-67-6523

社会福祉法人 渓明会

×

小

×

デイサービスわくわく小矢部

〒932-0044 小矢部市新富町4-1

TEL 0766-67-5360

FAX 0766-67-5365

特定非営利活動法人
わくわく小矢部

×

小

南

富山型デイサービス城山

〒932-0047 小矢部市城山町5-48

TEL 0766-53-5876

FAX 0766-53-5877

株式会社 アトマ

×

小

×

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

〒939-1531 南砺市院林82-1

TEL 0763-22-6870

FAX 0763-22-6870

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

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

〒939-1741 南砺市高宮1

TEL 0763-52-6043

FAX 0763-52-6043

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

×

×

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

〒939-1811 南砺市理休246-1

TEL 0763-62-3346

FAX 0763-62-3347

社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

×

×

南

障害者支援施設
花椿あおぞら , 花椿きらめき

〒939-1874 南砺市蛇喰1302

TEL 0763-64-8880

FAX 0763-64-8881

社会福祉法人 渓明会

砺

小

南

多機能型事業所 花椿かがやき

〒939-1533 南砺市八塚580-1

TEL 0763-22-2252

FAX 0763-22-2205

社会福祉法人 渓明会

砺

小

南

わらび学園

〒939-1561 南砺市福野87-8

TEL 0763-22-6055

FAX 0763-22-6011

社会福祉法人 わらび学園

砺

×

南

デイサービス母笑夢

〒939-1622 南砺市遊部川原53

TEL 0763-52-7555

FAX 0763-52-7550

NPO法人 母笑夢

×

×

南

ステップ・バイ・ステップ

〒939-1724 南砺市梅野東野島2077-1

TEL 0763-55-6708

FAX 0763-55-6606

（株）サード・プレイス

×

小

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

事業所所在地

事業所連絡先

運営主体

地域活動支援センターとなみ野

〒939-1379 砺波市出町中央13-1

TEL 0763-23-6540

FAX 0763-23-6541

社会福祉法人 たびだちの会

地域活動支援センターひまわり

〒932-0836 小矢部市埴生1476

TEL 0766-67-7340

FAX 0766-67-7341

社会福祉法人 黎明の郷

地域活動支援センターピアサポートあい

〒939-1531 南砺市院林82-1

TEL 0763-22-2061

FAX 0763-22-3350

社会福祉法人 マーシ園

○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

事業所所在地
〒９３２－０８３３ 小矢部市綾子５５９９

事業所連絡先
TEL 0766-68-3826

FAX 0766-68-3827

運営主体
社会福祉法人 手をつなぐとなみ野

※ 【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。

