
洪水浸水想定区域内にある要配慮者利用施設一覧表
富山市の地域防災計画において要配慮者利用施設（※）として記載されている施設のうち、洪水時に利用者の円滑で迅速な避難を図る必要があるとされる施設の一覧です。
各施設の住所や最新情報については、市ホームページにてご確認ください（「富山市洪水ハザードマップ」で検索）
（※）要配慮者利用施設：災害時に迅速かつ円滑な避難を確保する必要がある、主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設 令和4年4月1日現在

区割 校区 名称 区割 校区 名称 区割 校区 名称 区割 校区 名称

四方 幼保連携型認定こども園　四方こども園 鵜坂 学童クラブうさかっ子 奥田 幼保連携型認定こども園　文化幼稚園 新庄北 HUG保育園

四方 浜っ子会 鵜坂 ポケットキッズウサカ 奥田 こばと会 新庄北 富山カワイ幼稚園

四方 ショートステイふるさとのあかり 鵜坂 ポケットキッズウサカ２ 奥田 おくだっこ学童クラブ 新庄北 つばさ子ども会

四方 ふるさとのあかり 鵜坂 羽根新学童 奥田 県立富山聴覚総合支援学校 新庄北 新庄さくら・キッズ

四方 ふるさとのあかり 鵜坂 鵜坂学童ニコニコクラブ 奥田 就労支援Ａ型事業所オレンジワークス 新庄北 新庄さくら・北キッズ

草島 双葉保育所 鵜坂 鵜坂学童ワクワククラブ 奥田 孫の手デイサービス 新庄北 トータルサポートライトブレイン上飯野校

草島 幼保連携型認定こども園　晴雲幼稚園 鵜坂 デイサービスひより鵜坂 奥田 多機能型施設ジョブステーションさくら奥田事業所 新庄北 仁泉メディケア

草島 草島っ子会 鵜坂 グループホーム静和・道の家 奥田 ニチイケアセンター富山 新庄北 グループハウスまめな家生活支援ハウス

草島 コメちゃん介護サービス 鵜坂 ニチイケアセンター婦中 奥田 ｓｅｌｆ－Ａ・ハニービー環水公園前 新庄北 生涯現役アパート「レット・イット・ビー♪」

草島 キッズルーム　たまご 鵜坂 特別養護老人ホーム　喜寿苑 奥田 第１けやきホーム 新庄北 うちくる富山新庄

草島 キッズルーム　ひよこ 鵜坂 キッズルーム　レモン 奥田 グループホーム花みずき弐番館 新庄北 ありがとうホーム向新庄

倉垣 和合保育所 鵜坂 デイサービスひより鵜坂 奥田 こころの学校富山北・こころの学校久方寮 新庄北 新庄ヒルズ

倉垣 北斗子供会 鵜坂 ワークハウス・フレンズ 奥田 在宅介護あおい 新庄北 サコージュー金泉寺

倉垣 くらがき学童クラブ 鵜坂 喜寿苑（従来型） 奥田 グループホームｆ５の部屋 新庄北 新庄ヒルズＩＩときめき

倉垣 ヘルパーステーション和合 鵜坂 喜寿苑（ユニット型） 奥田 グループホームｆ５の部屋　別館 芝園 愛宕保育所

倉垣 和合ハイツ 鵜坂 有料老人ホームまな 奥田 ｓｅｌｆ－Ａ・ハニービー富山かんすいぱーく 芝園 雲雀ヶ丘保育所

倉垣 サービス付き高齢者向け住宅　リバブル和合 鵜坂 シニアプライベートハウス　ちゅらさん婦中 奥田 孫の手デイサービス 芝園 幼保連携型認定こども園　ｱｰﾑｽﾄﾛﾝｸﾞ青葉幼稚園

八幡 なかよしホーム 鵜坂 サービス付き高齢者向け住宅グレイス鵜坂 奥田 ケアメントハウス花みずき弐番館 芝園 認定こども園徳風幼稚園

八幡 グループホームあかり 鵜坂 ＴＨＥ　ＷＥＳＴ 奥田 ケアメントハウス花みずき参番館 芝園 紅葉ガ丘認定こども園

八幡 つくしの家（主：つくしの家） 鵜坂 サービス付き高齢者向け住宅　轡田 奥田 あいあいおくだの家 芝園 わかばさくらんぼ園

八幡 ふるさとのあかり八町 鵜坂 有沢橋病院　 奥田 あすなろハウス永楽 芝園 チャイルドスクウェア

八幡 ほっと 鵜坂 富山西リハビリテーション病院 奥田 政岡内科病院 芝園 キッズレッド保育園

八幡 つくしの家 鵜坂 富山西総合病院 奥田 本江整形外科医院 芝園 おやとこ保育園

八幡 ほっと 朝日 朝日保育所　　 奥田 かんすいこうえんレディースクリニック 芝園 託児施設　さくらの風

八幡 白光苑 朝日 朝日キッズ 奥田北 幼保連携型認定こども園　まつわか保育園 芝園 アフタースクール「フリーポート」

八幡 グループホーム黄金の愉 古里 古里保育所　　 奥田北 幼保連携型認定こども園　白藤幼稚園 芝園 星槎学童保育富山Ａ

呉羽 フレンドリーハウス 古里 幼保連携型認定こども園　婦中もなみ保育園 奥田北 スタンフォードイングリッシュ 芝園 星槎学童保育富山Ｂ

呉羽 フレンドリーホーム・フレンドリーホーム第１ 古里 ふるさとなかよしクラブ 奥田北 むつみ子供会 芝園 よつば子ども会

呉羽 フレンドリーホーム・フレンドリーホーム第２ 古里 婦中もなみ子どもクラブ 奥田北 こどものいえ 芝園 しばぞのキッズ

呉羽 フレンドリーホーム・フレンドリーホーム第４ 古里 富山市婦中生活介護事業所 奥田北 ファンティーニ下新本町店 芝園 中央児童館

呉羽 フレンドリーホーム・フレンドリーホーム第５ 古里 恵風会グループホーム・ケアホーム・羽根の家A 奥田北 オークスヘルパーステーション 芝園 県立乳児院

寒江 寒江保育所 古里 恵風会グループホーム・ケアホーム・羽根の家B 奥田北 さくらホーム・さくらハウスＡ 芝園 セリュー

寒江 なかよし教室 古里 恵風会グループホーム・ケアホーム・羽根の家C 奥田北 さくらホーム・さくらハウスＢ 芝園 ヴィストキャリア富山駅前

寒江 つくしの家（従：ウェルカムハウスつくし） 古里 多機能型事業所このみ 奥田北 在宅福祉総合センターひまわりヘルパーステーション 芝園 ヴィストキャリア富山中央

寒江 ウェルカムハウスつくし 古里 多機能型事業所このみ 奥田北 あすなろの郷 芝園 ヴィストジョブズ富山駅前

寒江 すぎき整形外科 古里 ケアハウス婦中苑 奥田北 グループホーム笑美寿 芝園 ＳＡＫＵＲＡ富山センター

老田 富山短期大学付属みどり野幼稚園 古里 ふるさと敬寿苑 奥田北 有料老人ホームおあしす 芝園 こころの学校富山北・こころの学校千歳寮

老田 福祉コミュニティ呉羽あいの風 古里 シルバーケア羽根苑 奥田北 有料老人ホームひまわり 芝園 ホームケア土屋富山

老田 シルバーホーム呉羽あいの風 宮野 婦中熊野保育所 奥田北 桜の森奥田 芝園 ウェルビー富山センター

桜谷 幼保連携型認定こども園　桜谷保育園 宮野 みやのっこらんど 奥田北 ファミーユ 芝園 カラフル富山

桜谷 富山大学人間発達科学部　附属幼稚園 宮野 グループホームかりゆし 奥田北 清幸会　島田病院 芝園 ヴィストカレッジ富山県庁前

桜谷 さくら子ども会 宮野 かりゆしヘルパーステーション 豊田 こばと保育園 芝園 こども発達支援室

桜谷 桜谷キッズクラブ 宮野 オリーブハウス 豊田 たんぽぽひろば 芝園 ヴィストカレッジ富山駅前

桜谷 富山大学人間発達科学部　附属特別支援学校 宮野 豊佳苑 豊田 あいこうすこやかキッズ 芝園 ヴィストカレッジ富山環水公園前

桜谷 ニチイケアセンター安養坊 宮野 グループホーム婦中の家 豊田 きらら就労継続支援Ｂ型事業所 芝園 ヴィストカレッジ富山駅北

桜谷 梨の木苑（渋渓寮） 宮野 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑあっとほーむ婦中 豊田 花いちごヘルパーステーション 芝園 ケアハウスめぐみ

桜谷 あかりハウス 宮野 萩野病院 豊田 小さな幸せの家ホーム 芝園 富山リハビリテーションホーム

桜谷 富山市恵光学園 宮野 有料老人ホーム婦中の家 豊田 小さな幸せの家 芝園 有料老人ホームめぐみ

桜谷 放課後等デイサービスひかり 宮野 萩野病院 豊田 小さな幸せの家　短期入所センター 芝園 富山赤十字病院

桜谷 桜谷の里 神保 幼保連携型認定こども園　じんぼ保育園 豊田 紙ふうせん 芝園 富山駅前ひまわり病院

桜谷 さくらグランコートとやま北 神保 じんぼどんぐり・キッズ 豊田 ケアハウスゆりかごの里 芝園 富山市立富山まちなか病院

桜谷 根塚整形外科・スポーツクリニック 神保 神保児童館 豊田 みのり 芝園 富山市産後ケア応援室

五福 幼保連携型認定こども園　ひかり保育園 神保 サコージュ　みずほ 豊田 グループホームみのり 西田地方 西田地方保育園

五福 幼保連携型認定こども園　かたかご保育園 八尾 こころの学校八尾・風楽里 豊田 うちくる富山城川原 西田地方 西の子会

五福 しらとり子ども会 保内 幼保連携型認定こども園　リンデ幼稚園 豊田 富山医療生活協同組合　富山協立病院 西田地方 ハレア学童保育

五福 かたかご学級 保内 保内地域児童クラブ 豊田 医療法人北聖病院 西田地方 分々

五福 五福児童館 保内 デイサービスありがた家 広田 認定こども園　めぐみこども園 西田地方 ＮＰＯ法人かもめのノート

五福 県立富山総合支援学校 保内 ふれんどりーハウス・オアシス202 広田 子供の館 西田地方 JOB相生（主：JOB相生）

五福 グループホームゆりの木 保内 ふれんどりーハウス・オアシス100 広田 ラポールのいえ 西田地方 JOB相生（従：JOB堀分所）

五福 ゆりの木の里　多機能型支援事業所 保内 ふれんどりーハウス・オアシス203 広田 ラポルームＡ（サテライト） 西田地方 有限会社千石ケアサービス

五福 富山中央サテライトケアセンター 保内 ふれんどりーハウス・シルキーハウス 広田 第２けやきホーム 西田地方 ７ポケット

五福 ゆりの木の里　短期入所事業所 保内 デイサービスありがた家 広田 障害者就労継続支援Ｂ型事業所こころみ 西田地方 ひかり苑

五福 ジョブスクールさくらだに 保内 椿寿荘 広田 訪問介護ステーションさくら苑 西田地方 フールケア西田地方

五福 特定非営利活動法人文福 保内 たちばな荘 広田 ヘルパーステーションわかな 西田地方 杉野脳神経外科病院　

五福 富山福祉生協ぼらハートのいえ 保内 風の庭 広田 ＪＯＢ下赤江 西田地方 布谷整形外科医院　

五福 富山地域福祉事業所デイサービスぽぴー 保内 サウスガーデン八尾 広田 さくらんぼ 中央 清水保育所

五福 ぼらハートのいえ　みらい 保内 八尾総合病院 広田 キッズルームびすけっと 中央 幼保連携型認定こども園　富山幼稚園

五福 富山地域福祉事業所デイサービスぽぴー 岩瀬 岩瀬保育所 広田 なごみ 中央 幼保連携型認定こども園　立正幼稚園

五福 ゆりの木の里 岩瀬 岩瀬子ども会 広田 グループホームなごみ 中央 幼保連携型認定こども園　富山聖マリア保育園

五福 ケアホーム春らんまん五福 岩瀬 多機能型就労支援事業所 ワークハーバーＭＵＲＯＹＡ 広田 あかえ 中央 きぼう保育園

五福 サービス付き高齢者向け住宅　あすケア五福 岩瀬 グループホーム　コリーグＭＵＲＯＹＡ 広田 サービス付高齢者住宅「ふる里の風」 中央 長谷川病院　事業所内保育施設「いずみ」

神明 神明こども園 岩瀬 ＯＮＥＤＡＹサポートセンター 広田 ありがとうホーム新屋 中央 富山市五番町幼稚園

神明 ありさわくらす 岩瀬 グループホームいいね・グループホームいいね岩瀬 針原 幼保連携型認定こども園 はりはら保育園 中央 愛護幼稚園

神明 のびっ子会 岩瀬 グループホームいいね・グループホームいいね幸町 針原 ガンバ村保育園petit 中央 中央こども会

神明 日本社会福祉デザインセンター 岩瀬 Ｂ型いいね 針原 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 中央 アフタースクールしみずまち

神明 日本社会福祉デザインセンターＢ型 岩瀬 グループホームえにし岩瀬 針原 ポプラ子ども会 中央 星井町児童館

神明 グループホーム静和・結いの家 萩浦 幼保連携型認定こども園　萩浦保育園 針原 わかば学童クラブはりはら園 中央 生活介護施設ラッコハウス

神明 グループホーム静和・相の家 萩浦 幼保連携型認定こども園　さみどり認定こども園 針原 県立高志支援学校 中央 就労移行支援Ｕ－ＭＡＴＥ富山センター

神明 グループホーム静和・千の家 萩浦 よいこの会 針原 高志ライフケアホーム 中央 ひまわり畑

神明 グループホーム日和野 萩浦 アフタースクール「ノア」 針原 高志ワークホーム 中央 すずらん

神明 うちくる富山有沢 萩浦 北部児童館 針原 ほまれの家富山東店 中央 ゆいの木　ココカラ

神明 西能病院 萩浦 とやま型デイサービス　大きな手小さな手 針原 多機能型事業所ミュール 中央 西町セントラル・ヴィレー

神明 吉本レディースクリニック 萩浦 ハッピーとやま 針原 高志生活訓練センター 中央 グループホームあざみ

速星 幼保連携型認定こども園　みかど保育園 萩浦 オーシャン 針原 高志ワークセンター 中央 有料老人ホームさや

速星 幼保連携型認定こども園　ささくら保育園 萩浦 とやま型デイサービス　大きな手小さな手 針原 指定療養介護事業所 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 中央 サービス付き高齢者向け住宅　たけしま

速星 速星幼稚園 萩浦 ぐるーぷほーむ楽笑 針原 指定療養介護事業所（こども棟）富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 中央 横田記念病院

速星 速星ひまわり子ども会 萩浦 有料老人ホーム北の杜 針原 指定生活介護事業所 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 中央 長谷川病院　

速星 ポケットキッズG 萩浦 ひなたぼっことやま介護あんしんアパート 針原 デイサービスまめの木 中央 片山眼科医院　

速星 ポケットキッズⅡ 大広田 認定こども園　おおひろたこども園 針原 キッズルームちょこれいと 中央 岡田産科婦人科

速星 ポケットキッズM 大広田 あけぼの幼稚園 針原 指定児童発達支援事業所 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 中央 医療法人社団　ますだ眼科医院　　

速星 フレンドキッズみかど 大広田 デイサービスセンターふる里の風　中田 針原 指定放課後等デイサービス事業所 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 柳町 柳町保育所

速星 婦中中央児童館 大広田 ニチイケアセンター富山東 針原 デイサービスまめの木 柳町 稲荷元町保育所

速星 放課後等デイサービスあみ 大広田 放課後等デイサービスtette 針原 れいんぼーみさき 柳町 幼保連携型認定こども園　のぞみ保育園

速星 サニー 大広田 グループホーム笑美寿東 針原 ケアハウスとやま 柳町 ナースリールームスマイルフラワー

速星 あいうえおん 大広田 海岸通老人福祉センター 針原 アルペンハイツ 柳町 ウィズキッズしながわ

速星 サービス付き高齢者向け住宅Ｒ．あんじゅ 浜黒崎 浜黒崎保育所 針原 グループホームなかまち 柳町 Ｂａｂｙ　る～む　Ｓｍｉｌｅ　フラワー

鵜坂 幼保連携型認定こども園　ピノキオナースリースクール 浜黒崎 まつぼっくり子供会 針原 介護医療院せいわ 柳町 チビッ子館

鵜坂 幼保連携型認定こども園　鵜坂保育園 浜黒崎 くじらぐも 針原 富山県済生会富山病院 柳町 すずかぜ工房（従：すずかぜ工房）

鵜坂 幼稚園型認定こども園　紫幼稚園 浜黒崎 すみれ苑 針原 アルペンリハビリテーション病院 柳町 ツクイ富山

鵜坂 うさかスマイル保育園 浜黒崎 日方江有料老人ホーム 針原 成和病院　 柳町 まちなかハウスぽっけ

鵜坂 羽岡歯科クリニック託児室 奥田 幼保連携型認定こども園　なでしこ保育園 針原 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター 柳町 ケアメントハウス花みずき

鵜坂 富山西総合病院託児室 奥田 幼保連携型認定こども園　奥田保育園 新庄北 幼保連携型認定こども園　新庄さくら保育園 柳町 シニアレジデンス　ビルト

鵜坂 ファボーレ保育園 奥田 幼保連携型認定こども園　藤園幼稚園 新庄北 幼保連携型認定こども園　かみいいの認定こども園 柳町 シニアタウン龍宮
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東部 石金こども園 山室中部 幼保連携型認定こども園　わかくさ保育園 蜷川 認定こども園　いちい保育園　 月岡 デイサービス愛の家

東部 富山県立中央病院保育所 山室中部 紅葉ガ丘町村保育園 蜷川 幼保連携型認定こども園　にながわ保育園　 月岡 富山老人保健施設

東部 あさひ幼稚園 山室中部 若葉幼稚園 蜷川 幼保連携型認定こども園　藤園南幼稚園 月岡 アメニティ月岡

東部 東部っ子広場 山室中部 わかば児童会 蜷川 さくらキッズステーション 月岡 グループホームみどりの丘

東部 東部児童館 山室中部 わかくさもみじＡ・キッズ 蜷川 蜷川しろがね子ども会 月岡 グループホームやまゆり

東部 ひまわりワーク 山室中部 わかくさもみじＢ・キッズ 蜷川 いちい学童クラブ蜷川園 月岡 栗山介護医療院（旧：栗山病院）

東部 ひまわりワーク清水元町店 山室中部 わかくさたいよう・キッズ 蜷川 蜷川児童館 月岡 誠友病院

東部 就労継続支援Ａ型アシスト 山室中部 子どもくらぶ龍学館 蜷川 さくらデイサービス黒崎 月岡 愛の家

東部 ケアネットアシスト 山室中部 山室児童館 蜷川 グループホームわおん富山・グループホームわおん富山 月岡 栗山病院

東部 デイサービスセンターふる里の風 山室中部 九重荘 蜷川 グループホームわおん富山・わおん富山 Ｗｏｍａｎ 月岡 誠友病院

東部 多機能型施設ジョブステーションさくら長江事業所 山室中部 ながれすぎ光風苑 蜷川 グループホームわおん富山・グループホームわおん富山２ 月岡 月岡クリニック　

東部 つばさ 山室中部 白雲荘 蜷川 グループホームわおん富山・わおん富山 Ｗｏｍａｎ２ ⑯ 大久保 太陽苑

東部 グループホーム・ハートビート 山室中部 グループホーム中川原の家 蜷川 グループホームわおん富山・わおん富山 Ｗｏｍａｎ３ 水橋中部 幼保連携型認定こども園　みずはしこども園

東部 ヘルパーステーションマーガレット 山室中部 流杉病院介護医療院 蜷川 グループホームわおん富山・わおん富山 Ｗｏｍａｎ４ 水橋中部 水橋幼稚園

東部 さくらグループホーム長江 山室中部 ながれすぎ光風苑 蜷川 定着支援事業所ほたる 水橋中部 大成こども会

東部 ワークステーションさくら長江事業所 山室中部 みんなの家高屋敷 蜷川 就労支援多機能型事業所わかば 水橋中部 水橋児童館

東部 放課後等デイサービスほっぷ・すてっぷ 山室中部 サービス付き高齢者向け住宅ひとと樹 蜷川 ぴーなっつ 水橋中部 だいだい水橋

東部 チューリップ苑 山室中部 サービス付き高齢者向け住宅ひとと樹Ⅱ 蜷川 らいちょう蜷川 水橋中部 だいだい水橋

東部 桜の森長江 山室中部 流杉病院　 蜷川 さくら・介護ステーションとやま南 水橋中部 フールケア水橋

東部 有料老人ホームなないろ 山室中部 さたけ産婦人科　 蜷川 就労継続支援Ａ型事業所　清琉 水橋西部 水橋西部保育所

東部 有料老人ホームおきな 光陽 幼保連携型認定こども園　光陽もなみ保育園 蜷川 就労継続支援Ａ型事業所　ほたる 水橋西部 エンゼルハウス

東部 ありがとうホーム長江 光陽 ニチイキッズ　とやま光陽保育園 蜷川 さんらいず 水橋西部 学童たんぽぽ

東部 サービス付き高齢者向け住宅おきな 光陽 光陽こども会 蜷川 富山市生活介護事業所第１あすなろ 水橋西部 グループホームしおんの家・愛

東部 メゾン　ラ・サンテ 光陽 いずみ 蜷川 富山市生活介護事業所第２あすなろ 水橋西部 しおんの家

東部 東老人憩いの家 光陽 株式会社ケア・ワールド 蜷川 ＪＯＢにながわ 水橋西部 デイサービスしおんの家

東部 富山県立中央病院　 光陽 ヘルパーセンターフィール 蜷川 恵風会グループホーム・ケアホーム・赤田ホーム 水橋西部 ホームヘルプサービスしおんの家

東部 不二越病院 光陽 こもれびの森　マロンケアサービス 蜷川 訪問介護しあわせ 水橋西部 オリーブハウス水橋

東部 チューリップ長江病院 光陽 ＪＯＢふたくち 蜷川 富山市身体障害者デイサービスセンター 水橋西部 デイサービスしおんの家

東部 医療法人社団 若葉会 髙重記念クリニック 光陽 有限会社中央ケアーサポート 蜷川 アミティ工房 水橋西部 晴風荘

新庄 新庄保育所 光陽 らいふず 蜷川 ガラス工芸共同作業所 水橋西部 せいふう

新庄 幼保連携型認定こども園　常盤台保育園 光陽 トータルサポートライトブレインふたくち校 蜷川 ケアハウスひかりの花苑 水橋西部 グループホームしおんの家・愛

新庄 幼保連携型認定こども園　ガンバ村保育園 光陽 コペルプラス富山教室 蜷川 にながわ光風苑 水橋西部 グループホームしおんの家・望

新庄 幼保連携型認定こども園　新庄幼稚園 光陽 ケアハウス城南 蜷川 ユニットケアにながわ 水橋西部 グループホームせいふう

新庄 ひばり学級 光陽 敬寿苑 蜷川 ひより 水橋西部 介護医療院　尽誠会

新庄 ガンバ村キッズ新庄 光陽 シルバーケア城南 蜷川 とやまケアセンターそよ風 水橋西部 白岩川有料老人ホーム

新庄 ときわっこ学童クラブ 光陽 グループホーム城南 蜷川 グループホームにながわ 水橋西部 野村病院

新庄 かみいいのキッズ 光陽 グループホーム花芙蓉 蜷川 ありすが～でん１号館 水橋東部 水橋東部保育所

新庄 就労継続支援Ａ型事業所コラーレ富山 光陽 富山城南温泉第二病院介護医療院 蜷川 サービス付き高齢者向け住宅こうなんの家 水橋東部 なかよし会

新庄 ラ・ポール 光陽 富山城南温泉病院介護医療院 蜷川 さくらコンフォート黒崎 水橋東部 グループホームフラワー

新庄 訪問介護事業所樹 光陽 ありがとうホーム黒瀬 新保 新保なかよし認定こども園 水橋東部 れいんぼーめぐり（主：れいんぼ－めぐり）

新庄 ＢＲＯＳ 光陽 医療法人社団　城南会　富山城南温泉病院 新保 新保こども会 水橋東部 れいんぼーめぐり

新庄 ヘルパー処あんき家 光陽 医療法人社団　城南会　富山城南温泉第二病院　 新保 サンウェルズ才覚寺ヘルパーステーション 水橋東部 グループホーム水橋の家

新庄 ほまれの家経堂店 光陽 医療法人社団　城南会　城南内科クリニック　 新保 サンウェルズ西荒屋ヘルパーステーション 三成（三郷） 三郷保育所

新庄 ガンバ村スペシャルキッズ 堀川 堀川保育所 新保 つばさの郷 三成（三郷） 幼保連携型認定こども園　愛和こども園

新庄 あしたねの森 堀川 幼保連携型認定こども園　城南もなみ学園 新保 シルバーケア栗山 三成（三郷） たんぽぽ園

新庄 グループホーム「ふる里の風」 堀川 堀川幼稚園 新保 みどり苑 三成（三郷） 太陽っ子ひろば

新庄 オーキッド新庄 堀川 富山市民病院院内保育所 新保 ツクイ富山萩原グループホーム 三成（三郷） ほまれの家水橋店

新庄 三川クリニック 堀川 TLC　Kｉｄｓ　Club 新保 グループホームめぐみ 三成（三郷） グループホーム「かがやき」

藤ノ木 幼保連携型認定こども園　藤ノ木こども園 堀川 堀川いずみ子ども会 新保 太陽のプリズム才覚寺 三成（三郷） グループホーム「つくしん坊」

藤ノ木 なかよし学級 堀川 もなみ子どもクラブＡ 新保 フールケア空港北 三成（三郷） しらいわ苑ホームヘルパーセンター

藤ノ木 わかくさひまわりＡ・キッズ 堀川 もなみ子どもクラブＢ 新保 有料老人ホーム空港店　Orchid 三成（三郷） ショートステイ　虹の丘三郷

藤ノ木 わかくさひまわりＢ・キッズ 堀川 もなみ子どもクラブＣ 新保 太陽のプリズム西荒屋 三成（三郷） グループホーム　虹の丘三郷

藤ノ木 学童藤ノ木メルシーⅠ 堀川 わかば学童クラブ堀川園 新保 西能みなみ病院 三成（三郷） しらいわ苑

藤ノ木 学童藤ノ木メルシーⅡ 堀川 アースサポート富山 新保 富山刑務所医務課診療所　 三成（三郷） レインボー

藤ノ木 学童藤ノ木メルシーⅢ 堀川 サンズ 熊野 幼保連携型認定こども園　くまのこども園 三成（三郷） グループホームさくら

藤ノ木 結の家 藤ノ木 堀川 ありがとうの家 熊野 東山つくし園 三成（三郷） ケアプラザ虹の丘三郷

藤ノ木 県立富山視覚総合支援学校 堀川 グループホーム「フレンズ」（男性棟） 熊野 こなか園 三成（三郷） さくらハウス２号館

藤ノ木 一般社団法人サンピース支援センター 堀川 グループホーム「フレンズ」（女性棟） 熊野 熊野ちびっ子館 三成（三郷） 水橋老人憩いの家

藤ノ木 はたらくわ 堀川 医療法人社団重仁フィールド・ラベンダー 熊野 興南かがやきクラブ 三成（三郷） 常願寺病院

藤ノ木 このゆびとーまれ 堀川 和々 熊野 ジョブステーションさくら下熊野事業所 三成（上条） 上条保育所

藤ノ木 ショートステイこのゆびとーまれ向い 堀川 話々 熊野 らいちょう熊野 三成（上条） 上条こども会

藤ノ木 デイサービスこのゆびとーまれ向い 堀川 ありがとうの家 熊野 みわ苑

藤ノ木 デイサービスセンターゆとり～な 堀川 フィールド・ラベンダー 熊野 くまの光風苑

藤ノ木 コスモスの里大江干 堀川 富山生きる場センター 熊野 三輪病院　

藤ノ木 訪問介護事業所コスモスの里 堀川 ケアハウス三寿荘 太田 太田保育所

藤ノ木 ニチイケアセンター藤の木 堀川 シルバーケア今泉 太田 幼保連携型認定こども園　めぐみ幼稚園

藤ノ木 ケアサポートジョジョ 堀川 グループホームいずみの家 太田 ひかりのくに

藤ノ木 フローレンスジョジョ 堀川 いま泉病院介護医療院 太田 愛育園

藤ノ木 フローレンスジョジョ 堀川 シニアライフもなみ 太田 訪問介護ステーション希

藤ノ木 このゆびとーまれ 堀川 フールケア南富山 太田 すずかぜ工房（主：すずかぜ工房）

藤ノ木 デイサービスこのゆびとーまれ向い 堀川 大町らん 太田 デイサービスセンターそくさい家

藤ノ木 三寿苑 堀川 サービス付き高齢者向け住宅　こいずみ 太田 太田ひまわり

藤ノ木 グループホーム コスモスの里 堀川 南老人福祉センター 太田 巧

藤ノ木 グループホーム　コスモスの里中間島 堀川 富山市立富山市民病院 太田 ひまわり

藤ノ木 スマイルジョジョ 堀川 いま泉病院（旧：温泉リハビリテーションいま泉病院） 太田 ふなん苑

藤ノ木 リビングふじ 堀川 山田祐司眼科医院　　 太田 慈光園

藤ノ木 サービス付き高齢者向け住宅　コスモスの里 堀川南 幼保連携型認定こども園　わかば保育園　 太田 和光寮

藤ノ木 川縁の里 堀川南 幼保連携型認定こども園　堀川南保育園 上滝 大山中央保育所

藤ノ木 藤の木病院 堀川南 わかばにこにこ園 上滝 幼保連携型認定こども園　上滝保育園

山室 やまむろこども園 堀川南 本郷町保育園 上滝 上滝チャレンジクラブ

山室 不二越あじさい保育園 堀川南 下堀こども園 大庄 幼保連携型認定こども園　おおしょう保育園

山室 不二越あじさい保育園 堀川南 ジョリーキッズインターナショナルスクール 大庄 大庄ともえ学級

山室 まんまるキッズ英語保育園 堀川南 あゆみ会 大庄 訪問介護事業所自薦サポートセンター

山室 都市型保育園ポポラー山室園 堀川南 わかば学童クラブ下堀園 大庄 富山型デイサービス　くわの里

山室 フローベルズ・インターナショナルスクール 堀川南 いちい学童クラブ堀川南園Ⅰ 大庄 はなさき苑ホームヘルプセンター

山室 みずほ子ども会 堀川南 いちい学童クラブ堀川南園Ⅱ 大庄 ヘルパーステーション愛の家

山室 わかくさよつば・キッズ 堀川南 ほりなん児童クラブ 大庄 多機能型きらり夢工房

山室 結の家あきよし 堀川南 ガンバ村キッズ堀川 大庄 富山型デイサービスくわの里

山室 株式会社ルミエール 堀川南 デイサービスセンターふる里の風　堀川 大庄 はなさき苑

山室 ケアステーションラポール 堀川南 スマイルワン 大庄 せせらぎの郷

山室 なごなるの家 堀川南 ニチイケアセンター堀川 大庄 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑときわ木の里

山室 ヘルパーステーションコクエー 堀川南 ワーカウト富山 大庄 せせらぎの郷

山室 射水万葉会天正寺サポートセンター 堀川南 放課後等デイサービス事業所めばえ 大庄 おおやま病院介護医療院

山室 ソーシャルインクルーホーム富山天正寺 堀川南 トータルサポート　ライトブレイン　堀川 大庄 大山老人福祉センター

山室 短期入所富山天正寺 堀川南 ソレイユ 大庄 おおやま病院

山室 なごなるの家 堀川南 至宝館 月岡 月岡保育所

山室 射水万葉会天正寺サポートセンター 堀川南 堀川南光風苑 月岡 月岡幼稚園

山室 グループホーム山室の家 堀川南 至宝館すまはぴ 月岡 つくし子供会

山室 桜の森秋吉２号館 堀川南 グループホーム至宝館 月岡 アフタースクールふくふく

山室 フールケア天正寺 堀川南 桜の森本郷 月岡 ルンビニ園

山室 オーキッド中川原 堀川南 リビングるい 月岡 ヘルパーステーションまる～な

山室 うちくる富山秋吉 堀川南 サービス付き高齢者向け住宅堀川みなみ 月岡 月岡デイサービスセンターやまゆり

山室 桜の森秋吉１号館 堀川南 メゾン浩和 月岡 デイサービスセンターまる～な

山室 アーバンハイツ２１　陽だまりの里 堀川南 南富山中川病院 月岡 デイサービス愛の家

山室 ライフケア　ゆずり葉 堀川南 佐々木病院　 月岡 愛の家ジュニア

山室 佐伯病院 堀川南 みなみの星病院（旧：桜井病院） 月岡 月岡デイサービスセンターやまゆり

【問合せ】富山市建設部河川整備課 TEL076-443-2221
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