
（様式２）

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

法人名 社会福祉法人砺波福祉会 富山県砺波市柳瀬3番地

事業所 特別養護老人ホームやなぜ苑（従来型） 富山県砺波市柳瀬3番地 0763-32-3050

法人名 社会福祉法人誠心会 富山県富山市婦中町塚原122番地

事業所 特別養護老人ホーム喜寿苑（従来型） 富山県富山市婦中町塚原122番地 076-466-3773

法人名 社会福祉法人となみ野会 富山県砺波市神島756番1

事業所 特別養護老人ホーム砺波ふれあいの杜（従来型） 富山県砺波市神島756番1 0763-33-0802

法人名 社会福祉法人伏木会 富山県高岡市伏木国分一丁目10番10号

事業所 特別養護老人ホームふしき苑（従来型） 富山県高岡市伏木国分一丁目10番10号 0766-44-7878

法人名 社会福祉法人和合福祉会 富山県富山市布目1966番地の1

事業所 特別養護老人ホーム和合ハイツ（従来型） 富山県富山市布目1966番地の1 076-435-3336

法人名 社会福祉法人慶寿会 富山県富山市八尾町乗嶺546番地

事業所 特別養護老人ホーム椿寿荘（従来型） 富山県富山市八尾町奥田80番地 076-455-3805

法人名 社会福祉法人福寿会 富山県南砺市松原678番地1

事業所 特別養護老人ホームやすらぎ荘（ユニット型） 富山県南砺市梅野2007番地 0763-52-6166

法人名 社会福祉法人有磯会 富山県下新川郡朝日町泊555番地

事業所 特別養護老人ホーム有磯苑（従来型） 富山県下新川郡朝日町泊555番地 0765-82-2200

法人名 社会福祉法人おあしす新川 富山県下新川郡入善町上野2803番地

事業所 特別養護老人ホームおあしす新川（従来型） 富山県下新川郡入善町上野2803番地 0765-74-0800

法人名 社会福祉法人ひいらぎ会 富山県射水市大島北野33番地

事業所 特別養護老人ホームすずらん（従来型） 富山県射水市大島北野33番地 0766-52-7500

法人名 社会福祉法人慶寿会 富山県富山市八尾町乗嶺546番地

事業所 特別養護老人ホームのりみね苑（従来型） 富山県富山市八尾町乗嶺546番地 076-454-5350

法人名 社会福祉法人みとし会 富山県富山市横越180番地

事業所 特別養護老人ホームすみれ苑（従来型） 富山県富山市横越180番地 076-437-6225

法人名 社会福祉法人三寿会 富山県富山市大島3丁目147番地

事業所 特別養護老人ホーム三寿苑（従来型） 富山県富山市大島3丁目147番地 076-492-3081

法人名 社会福祉法人廣和会 富山県滑川市吉浦13番地

事業所 特別養護老人ホームカモメ荘（従来型） 富山県滑川市吉浦13番地 076-476-5666

法人名 社会福祉法人富山城南会 富山県富山市太郎丸西町1丁目5番地12

事業所 特別養護老人ホーム敬寿苑（従来型） 富山県富山市今泉西部町1番地3 076-491-0066

法人名 社会福祉法人光風会 富山県富山市蜷川89番地

事業所 特別養護老人ホームながれすぎ光風苑（従来型） 富山県富山市流杉77番地 076-424-7005

法人名 社会福祉法人光風会 富山県富山市蜷川89番地

事業所 特別養護老人ホームにながわ光風苑（ユニット型） 富山県富山市蜷川89番地 076-429-7474

法人名 社会福祉法人光風会 富山県富山市蜷川89番地

事業所 特別養護老人ホームくまの光風苑（ユニット型） 富山県富山市南金屋111番地 076-411-8111

法人名 社会福祉法人立山福祉会 富山県中新川郡立山町末上野字竜ヶ浜119番地

事業所 特別養護老人ホーム竜ヶ浜荘（従来型） 富山県中新川郡立山町末上野字竜ヶ浜119番地 076-462-2600

法人名 社会福祉法人戸出福祉会 富山県高岡市醍醐1257番地

事業所 特別養護老人ホームだいご苑（従来型） 富山県高岡市醍醐1257番地 0766-62-0010

法人名 社会福祉法人新川老人福祉会 富山県魚津市大光寺450番地

事業所 特別養護老人ホーム新川ヴィーラ（従来型） 富山県魚津市大光寺450番地 0765-24-6126

法人名 社会福祉法人早川福祉会 富山県高岡市早川390番1

事業所 特別養護老人ホーム藤園苑（従来型） 富山県高岡市早川390番1 0766-27-8288

法人名 社会福祉法人宣長康久会 富山県富山市下タ林141番地

事業所 特別養護老人ホームささづ苑（従来型） 富山県富山市下タ林141番地 076-467-1000

法人名 社会福祉法人富山ふなん会 富山県富山市石屋237番地

事業所 特別養護老人ホームふなん苑（従来型） 富山県富山市石屋237番地 076-422-1200

法人名 社会福祉法人富山ふなん会 富山県富山市石屋237番地

事業所 特別養護老人ホームひかり苑（ユニット型） 富山県富山市西田地方2丁目10番11 076-461-7111
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161000025 平成24年4月1日 ①、②、③、④、⑤ 平成24年4月1日○

161000024 平成24年4月1日 ① 平成24年4月1日○

161000023 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000022 平成24年4月1日 ①、②、④ 平成24年4月1日 平成27年5月1日○

161000021 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000020 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000019 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日

161000018 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日

161000017 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日

161000016 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日

161000015 平成24年4月1日 ①、②、④ 平成24年4月1日 平成25年5月1日○

161000014 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000013 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000012 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000011 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000010 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000009 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000008 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000007 平成24年4月1日 ①、②、④ 平成24年4月1日 令和元年9月1日○

平成24年4月1日

161000006 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日

161000004 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

①、④ 平成24年4月1日

①、②、④

161000003 平成24年4月1日

登録番号 登録年月日

○

○

161000002 平成24年4月1日

161000005 平成24年4月1日

更新年月日 登録取消年月日実施行為 事業開始年月日

○

事業者区分

住所 電話番号

161000001 平成24年4月1日

○

平成24年4月1日①、④

①、④ 平成24年4月1日

○

○

○

○

○

備考

特養

特養

特養

特養

特養

地域密着特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

地域密着特養

特養

登録辞退年月日

令和元年11月1日



（様式２）

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

    名称登録番号 登録年月日 更新年月日 登録取消年月日実施行為 事業開始年月日

事業者区分

住所 電話番号 備考登録辞退年月日

法人名 社会福祉法人緑寿会 富山県黒部市若栗2111番地

事業所 特別養護老人ホーム越野荘（従来型） 富山県黒部市若栗2111番地 0765-54-0622

法人名 社会福祉法人福寿会 富山県南砺市松原678番地１

事業所 特別養護老人ホームいなみ（従来型） 富山県南砺市井波1310番地1 0763-82-7040

法人名 社会福祉法人ひみ福祉会 富山県氷見市柳田字諏訪野3892番地の1

事業所 特別養護老人ホームすわ苑（従来型） 富山県氷見市柳田字諏訪野3892番地の1 0766-91-2627

法人名 社会福祉法人永寿会 富山県高岡市太田58番地

事業所 特別養護老人ホーム氷見苑（ユニット型） 富山県氷見市薮田2063番地 0766-72-8900

法人名 社会福祉法人ひみ福祉会 富山県氷見市柳田字諏訪野3892番地の1

事業所 特別養護老人ホームつまま園（従来型） 富山県氷見市阿尾410番地 0766-72-4165

法人名 社会福祉法人はまなす厚生会 富山県氷見市島尾791番地

事業所 特別養護老人ホームはまなす苑氷見（従来型） 富山県氷見市島尾791番地 0766-91-7700

法人名 社会福祉法人福寿会 富山県南砺市松原678番地1

事業所 特別養護老人ホーム福寿園（従来型） 富山県南砺市松原678番地1 0763-22-3556

法人名 社会福祉法人福寿会 富山県南砺市松原678番地1

事業所 特別養護老人ホームきらら（従来型） 富山県南砺市理休247番地1 0763-62-2323

法人名 社会福祉法人永寿会 富山県高岡市太田58番地

事業所 特別養護老人ホーム雨晴苑（従来型） 富山県高岡市太田58番地 0766-44-7370

法人名 社会福祉法人中新川福祉会 富山県中新川郡舟橋村舟橋58番地1

事業所 特別養護老人ホームふなはし荘（従来型） 富山県中新川郡舟橋村舟橋58番地1 076-462-9888

法人名 社会福祉法人神通福祉会 富山県富山市下新北町6番45号

事業所 特別養護老人ホームあすなろの郷（ユニット型） 富山県富山市下新北町6番45号 076-433-8800

法人名 社会福祉法人小杉福祉会 富山県射水市池多822番地

事業所 特別養護老人ホームエスポワールこすぎ（従来型） 富山県射水市池多822番地 0766-56-1078

法人名 社会福祉法人小杉福祉会 富山県射水市池多822番地

事業所 特別養護老人ホーム太閤の杜（ユニット型） 富山県射水市中太閤山18丁目1番地の2 0766-56-8727

法人名 社会福祉法人小杉福祉会 富山県射水市池多822番地

事業所 特別養護老人ホーム大江苑（従来型） 富山県射水市大江333番地1 0766-55-8888

法人名 社会福祉法人千寿会 富山県富山市新村87番地2

事業所 特別養護老人ホーム太陽苑（従来型） 富山県富山市新村87番地2 076-467-0777

法人名 社会福祉法人清楽会 富山県小矢部市法楽寺1800番地の1

事業所 特別養護老人ホーム清楽園（従来型） 富山県小矢部市法楽寺1800番地の1 0766-67-6664

法人名 社会福祉法人梨雲福祉会 富山県富山市吉作1725番地

事業所 特別養護老人ホーム梨雲苑（一部ユニット型） 富山県富山市吉作1725番地 076-436-2002

法人名 社会福祉法人海望福祉会 富山県魚津市仏田3468番地

事業所 特別養護老人ホームあんどの里（従来型） 富山県魚津市仏田3468番地 0765-22-8808

法人名 社会福祉法人射水万葉会 富山県射水市朴木211番地の1

事業所 特別養護老人ホーム射水万葉苑（従来型） 富山県射水市朴木211番地の1 0766-82-8282

法人名 社会福祉法人射水万葉会 富山県射水市朴木211番地の1

事業所 特別養護老人ホーム二上万葉苑（従来型） 富山県高岡市二上町1004番地 0766-25-0808

法人名 社会福祉法人福鳳会 富山県高岡市蔵野町3番地

事業所 特別養護老人ホーム鳳鳴苑（従来型） 富山県高岡市蔵野町3番地 0766-31-4567

法人名 社会福祉法人舟見寿楽苑 富山県下新川郡入善町舟見1664番地

事業所 特別養護老人ホーム舟見寿楽苑（従来型） 富山県下新川郡入善町舟見1664番地 0765-78-1935

法人名 社会福祉法人陽光福祉会 富山県富山市中老田845番地

事業所 特別養護老人ホームくれは苑（ユニット型） 富山県富山市中老田845番地 076-436-7805

法人名 社会福祉法人アルペン会 富山県富山市小西170番地

事業所 特別養護老人ホームアルペンハイツ（ユニット型） 富山県富山市小西170番地 076-451-1000

法人名 社会福祉法人富山聖マリア会 富山県中新川郡上市町舘209番

事業所 特別養護老人ホーム常楽園（従来型） 富山県中新川郡上市町舘209番 076-472-3993

法人名 社会福祉法人宇奈月福祉会 富山県黒部市宇奈月町下立37番地

事業所 特別養護老人ホームおらはうす宇奈月（従来型） 富山県黒部市宇奈月町下立37番地 0765-65-1180
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161000051 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000050 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000049 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000048 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000047 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000046 平成24年4月1日 ①、②、④ 平成24年4月1日○

161000045 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000044 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000043 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000042 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000041 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000040 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000039 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000038 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000037 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000036 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000035 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000034 平成24年4月1日 ①、②、④ 平成24年4月1日 平成26年5月1日○

161000033 平成24年4月1日 ①、②、④ 平成24年4月1日
平成26年4月1日
令和元年7月1日

○

161000032 平成24年4月1日 ①、②、④、⑤ 平成24年4月1日 平成29年2月1日○

161000031 平成24年4月1日 ①、②、④ 平成24年4月1日○

161000030 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000029 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000028 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000027 平成24年4月1日 ①、②、④ 平成24年4月1日 令和2年3月1日○

161000026 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○ 特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

地域密着特養

特養

特養



（様式２）

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

    名称登録番号 登録年月日 更新年月日 登録取消年月日実施行為 事業開始年月日

事業者区分

住所 電話番号 備考登録辞退年月日

法人名 社会福祉法人堀川南会 富山県富山市下堀50番地6

事業所 特別養護老人ホームソレイユ（ユニット型） 富山県富山市下堀50番地6 076-425-6200

法人名 社会福祉法人清寿会 富山県滑川市赤浜573番地の1

事業所 特別養護老人ホーム清寿荘（従来型） 富山県滑川市赤浜573番地の1 076-475-3600

法人名 社会福祉法人早川福祉会 富山県高岡市早川390番1

事業所 特別養護老人ホームのむら藤園苑（ユニット型） 富山県高岡市野村921番地1 0766-20-8900

法人名 社会福祉法人あかね会 富山県高岡市角561番地

事業所 特別養護老人ホームあさひ苑（ユニット型） 富山県高岡市角561番地 0766-24-8800

法人名 社会福祉法人喜寿会 富山県射水市七美891番地

事業所 特別養護老人ホーム七美ことぶき苑（従来型） 富山県射水市七美891番地 0766-86-2500

法人名 社会福祉法人立野福祉会 富山県高岡市上渡161番地

事業所 特別養護老人ホーム香野苑（従来型） 富山県高岡市上渡161番地 0766-31-5700

法人名 社会福祉法人とやま虹の会 富山県富山市水橋新堀1番地

事業所 特別養護老人ホームしらいわ苑（ユニット型） 富山県富山市水橋新堀17番地1 076-479-2080

法人名 社会福祉法人福岡福祉会 富山県高岡市福岡町赤丸1103番地1

事業所 特別養護老人ホームアルテン赤丸（従来型） 富山県高岡市福岡町赤丸1103番地1 0766-31-5222

法人名 社会福祉法人緑寿会 富山県黒部市若栗2111番地

事業所 特別養護老人ホーム越之湖（従来型） 富山県黒部市堀切1002番地 0765-57-3511

法人名 社会福祉法人高岡市身体障害者福祉会 富山県高岡市葦附1239番地の27

事業所 特別養護老人ホーム志貴野長生寮（従来型） 富山県高岡市滝新21番地1 0766-36-8181

法人名 社会福祉法人白寿会 富山県氷見市加納495番地1

事業所 特別養護老人ホームほのぼの苑（従来型） 富山県氷見市加納495番地1 0766-74-7500

法人名 社会福祉法人幸恵会 富山県富山市水橋辻ケ堂466番8

事業所 特別養護老人ホーム晴風荘（ユニット型） 富山県富山市水橋辻ケ堂466番8 076-478-3681

法人名 社会福祉法人高岡南福祉会 富山県高岡市オフィスパーク13番

事業所 特別養護老人ホームはるかぜ（ユニット型） 富山県高岡市オフィスパーク13番 0766-63-8820

法人名 社会福祉法人至宝会 富山県富山市上袋545番3

事業所 小規模特別養護老人ホーム至宝館（ユニット型） 富山県富山市堀川町465番1 076-481-6226

法人名 社会福祉法人新川老人福祉会 富山県魚津市大光寺450番地

事業所
地域密着型特別養護老人ホーム
片貝ヴィーラ（ユニット型）

富山県魚津市島尻1520番地 0765-24-6126

法人名 社会福祉法人陽光福祉会 富山県富山市中老田845番地

事業所
地域密着型サービス施設
くれは陽光苑（ユニット型）

富山県富山市中老田844番地1 076-436-2220

法人名 社会福祉法人富山城南会 富山県富山市太郎丸西町1丁目5番地12

事業所 特別養護老人ホームふるさと敬寿苑（従来型） 富山県富山市婦中町羽根1092番地2 076-469-1000

法人名 社会福祉法人幸恵会 富山県富山市水橋辻ケ堂466番8

事業所 サテライト特養せいふう（ユニット型） 富山県富山市水橋辻ケ堂535番 076-478-3681

法人名 社会福祉法人舟見寿楽苑 富山県下新川郡入善町舟見1664番地

事業所 舟見寿楽苑老人短期保護事業所（従来型） 富山県下新川郡入善町舟見1664番地 0765-78-1935

法人名 社会福祉法人新川老人福祉会 富山県魚津市大光寺450番地

事業所 新川ヴィーラショートステイ 富山県魚津市大光寺450番地 0765-24-6870

法人名 社会福祉法人とやま虹の会 富山県富山市水橋新堀1番地

事業所
特別養護老人ホームしらいわ苑
短期入所生活介護（従来型）

富山県富山市水橋新堀17番地1 076-479-2080

法人名 社会福祉法人早川福祉会 富山県高岡市早川390番1

事業所 短期入所生活介護藤園苑（従来型） 富山県高岡市早川390番1 0766-27-8288

法人名 社会福祉法人緑寿会 富山県黒部市若栗2111番地

事業所
特別養護老人ホーム越之湖
短期入所生活介護（従来型）

富山県黒部市堀切1002番地 0765-57-3511

法人名 社会福祉法人アルペン会 富山県富山市小西170番地

事業所 短期入所生活介護アルペンハイツ（従来型） 富山県富山市小西170番地 076-451-1000

73

74

75

67

68

69

70

71

72

61

62

63

64

65

66

55

56

57

58

59

60

52

53

54

161000069 平成24年4月1日 ○ ①、④ 平成24年4月1日

平成24年4月1日

161000063 平成24年4月1日 ○ ①、④ 平成24年4月1日

平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日161000064 ○

161000062 ①、④ 平成24年4月1日平成24年4月1日 ○

161000073 平成24年4月1日 ①、②、④ 平成24年4月1日 平成27年5月1日○

161000072 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000071 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日

161000070 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日

161000066 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日

161000065 平成24年4月1日 ① 平成24年4月1日○

161000061 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000060 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000059 平成24年4月1日 ①、②、③、④、⑤ 平成24年4月1日○

161000058 平成24年4月1日 ①、②、③、④、⑤ 平成24年4月1日○

161000057 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000056 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000055 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000054 平成24年4月1日 ①、②、④ 平成24年4月1日○

161000053 平成24年4月1日 ①、②、④ 平成24年4月1日 平成30年7月1日○

161000052 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000075 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000074 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

○

○

○

161000068 平成24年4月1日 ①、②、④ 平成24年4月1日○

平成24年4月1日 ①、④161000067 ○

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

特養

地域密着特養

短期入所

地域密着特養

地域密着特養

特養

地域密着特養

短期入所

短期入所

短期入所

短期入所

短期入所



（様式２）

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

    名称登録番号 登録年月日 更新年月日 登録取消年月日実施行為 事業開始年月日

事業者区分

住所 電話番号 備考登録辞退年月日

法人名 社会福祉法人幸恵会 富山県富山市水橋辻ケ堂466番8

事業所
特別養護老人ホーム晴風荘
（短期入所生活介護）（ユニット型）

富山県富山市水橋辻ケ堂466番8 076-478-3681

法人名 社会福祉法人富山聖マリア会 富山県中新川郡上市町舘209番

事業所 常楽園デイサービスセンター 富山県中新川郡上市町舘209番 076-472-3993

法人名 社会福祉法人福鳳会 富山県高岡市蔵野町3番地

事業所 鳳鳴苑デイサービスセンター 富山県高岡市蔵野町3番地 0766-31-4567

法人名 社会福祉法人福鳳会 富山県高岡市蔵野町3番地

事業所 認知症対応型鳳鳴苑デイサービスセンター 富山県高岡市蔵野町3番地 0766-31-4567

法人名 社会福祉法人福寿会 富山県南砺市埋林247番地1

事業所 きららデイサービスセンター 富山県南砺市埋林247番地1 0763-62-2323

法人名 社会福祉法人永寿会 富山県高岡市太田58番地

事業所 雨晴苑デイサービスセンター 富山県高岡市太田58番地 0766-44－0604

法人名 社会福祉法人廣和会 富山県滑川市吉浦13番地

事業所 滑川市デイサービスセンターカモメ荘 富山県滑川市吉浦13番地 076-476-5200

法人名 社会福祉法人幸恵会 富山県富山市水橋辻ケ堂466番8

事業所 晴風荘デイサービスセンター 富山県富山市水橋辻ケ堂466番8 076-478-3681

法人名 社会福祉法人廣和会 富山県滑川市吉浦13番地

事業所 小規模多機能型居宅介護事業所あいのかぜ 富山県滑川市高塚866番地12 076-475-0008

法人名 社会福祉法人舟見寿楽苑 富山県下新川郡入善町舟見1664番地

事業所 舟見寿楽苑デイサービスセンター 富山県下新川郡入善町舟見1664番地 0765-78-1935

法人名 社会福祉法人光風会 富山県富山市蜷川89番地

事業所 堀川南光風苑 富山県富山市本郷町262番地14 076-411-7373

法人名 社会福祉法人富山聖マリア会 富山県中新川郡上市町舘209番

事業所 常楽園（従来型） 富山県中新川郡上市町舘209番 076-472-3993

法人名 社会福祉法人永寿会 富山県高岡市太田58番地

事業所 雨晴苑ホームヘルパー事業所 富山県高岡市太田58番地 0766-44-2240

法人名 社会福祉法人幸恵会 富山県富山市水橋辻ケ堂466番8

事業所 グループホームせいふう 富山県富山市水橋辻ケ堂535番 076-478-3681

法人名 社会福祉法人幸恵会 富山県富山市水橋辻ケ堂466番8

事業所 コミュニティホームせいふう 富山県富山市水橋辻ケ堂535番 076-478-3681

法人名 社会福祉法人相幸福祉会 富山県富山市豊城町15番7号

事業所 小規模多機能型施設飯野タウンなごみ 富山県富山市飯野1番1号 076-451-8060

法人名 医療法人社団紫蘭会 富山県高岡市西藤平蔵313番地

事業所 介護老人保健施設おおぞら（従来型） 富山県高岡市京田490番地 0766-26-5111

法人名 医療法人社団寿山会 富山県砺波市寿町2番40号

事業所 老人保健施設あかり苑（従来型） 富山県砺波市寿町2番38号 0763-33-0808

法人名 医療法人社団福寿会 富山県魚津市大光寺456番地

事業所 新川老人保健施設（従来型） 富山県魚津市住吉236番地 0765-24-3080

法人名 医療法人社団藤聖会 富山県富山市八尾町福島7丁目42番地

事業所 上市老人保健施設つるぎの庭（従来型） 富山県中新川郡上市町森尻704番地 076-473-0070

法人名 黒部市 富山県黒部市牧野690番地

事業所 黒部市介護老人保健施設カリエール（従来型） 富山県黒部市牧野693番地 0765-54-2213

法人名 社会福祉法人有磯会 富山県下新川郡朝日町泊555番地

事業所 介護老人保健施設つるさんかめさん（従来型） 富山県下新川郡朝日町泊新5番地 0765-82-2121

法人名 社会福祉法人とやま虹の会 富山県富山市水橋新堀1番地

事業所 介護老人保健施設レインボー（従来型） 富山県富山市水橋新堀1番地 076-478-4784

法人名 医療法人社団正啓会 富山県富山市針原中町336番地

事業所 介護老人保健施設仁泉メディケア（従来型） 富山県富山市手屋2－135－1 076-451-7005

法人名 医療法人社団喜生会 富山県射水市中央町9番21号

事業所 介護老人保健施設サンセリテ（従来型） 富山県射水市朴木244番地 0766-82-7300

97

98

99

100

91

92

93

94

95

96

85

86

87

88

89

90

79

80

81

82

83

84

76

77

78

①、④ 平成24年4月1日161000090 平成24年4月1日 ○

①、④ 平成24年4月1日161000089 平成24年4月1日 ○

①、④ 平成24年4月1日

161000076 平成24年4月1日 ○

161000083 平成24年4月1日 ○

161000082 平成24年4月1日

①、④ 平成24年4月1日

161000084 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000085 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

①、④ 平成24年4月1日○

161000100 平成24年4月1日 ①、②、④ 平成24年4月1日○

161000099 平成24年4月1日 ①、②、③、④、⑤ 平成24年4月1日○

161000098 平成24年4月1日 ①、②、④ 平成24年4月1日○

161000097 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000096 平成24年4月1日 ①、②、④ 平成24年4月1日○

161000095 平成24年4月1日 ①、②、④ 平成24年4月1日○

161000094 平成24年4月1日 ①、②、④ 平成24年4月1日○

161000093 平成24年4月1日 ①、②、③、④、⑤ 平成24年4月1日○

161000092 平成24年4月1日 ①、②、③、④、⑤ 平成24年4月1日○

161000088 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000087 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000086 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000081 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000080 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日 平成26年4月1日○

161000079 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000078 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000077 平成24年4月1日 ①、④ 平成24年4月1日○

161000091 平成24年4月1日 ①、②、③、④、⑤ 平成24年4月1日○

短期入所

通所

通所

認知通所

通所

通所

通所

通所

小規模

通所

通所

短期入所

訪問

GH

小規模

小規模

老健

老健

老健

老健

老健

老健

老健

老健

老健

平成25年1月21日



（様式２）

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

    名称登録番号 登録年月日 更新年月日 登録取消年月日実施行為 事業開始年月日

事業者区分

住所 電話番号 備考登録辞退年月日

法人名 医療法人社団志貴野会 富山県高岡市鷲北新477番地

事業所 老人保健施設さくら苑（従来型） 富山県高岡市福岡町大野145番地 0766-64-5885

法人名 社会福祉法人富山市桜谷福祉会 富山県富山市山岸95番地

事業所 特別養護老人ホーム白光苑（従来型） 富山県富山市山岸95番地 076-433-8881

法人名 社会福祉法人慶寿会 富山県富山市八尾町乗嶺546番地

事業所
特別養護老人ホームのりみね苑
短期入所生活介護（従来型）

富山県富山市八尾町乗嶺546番地 076-454-5350

法人名 社会福祉法人大門福祉会 富山県射水市中村20番地

事業所 特別養護老人ホームこぶし園（従来型） 富山県射水市中村20番地 0766-52-6700

法人名 社会福祉法人はまなす厚生会 富山県氷見市島尾791番地

事業所 はまなす苑氷見指定居宅訪問介護事業所 富山県氷見市島尾791番地 0766-91-7700

法人名 有限会社ライフサポートあおい 富山県富山市下奥井1丁目4番2号

事業所 在宅介護あおい 富山県富山市下奥井1丁目4番3号 076-482-4917

法人名 有限会社中央ケアーサポート 富山県富山市旅籠町1-13

事業所 有限会社中央ケアーサポート 富山県富山市旅籠町1-13 076-442-3828

法人名 特定非営利活動法人のどか 富山県氷見市中村485番地1

事業所 みんなの家のどか 富山県氷見市中村485番地1 0766-73-6321

法人名 株式会社パーソナルライフサポート 富山県射水市津幡江369番地

事業所 片口ショートステイわが家(従来型） 富山県射水市片口828番地 0766-86-6686

法人名 社会福祉法人相幸福祉会 富山県富山市豊城町15番7号

事業所 小規模多機能型居宅介護みのり 富山県富山市城川原1丁目17番14号 076-437-7722

法人名 社会福祉法人福寿会 富山県南砺市松原678番地1

事業所 旅川ホームヘルプサービス事業所 富山県南砺市院林92番地1 0763-22-6548

法人名 特定非営利活動法人ケアサークルひばり 富山県射水市戸破4466番地2

事業所 ひばりショートステイ（従来型） 富山県射水市戸破4466番地2 0766-55-8772

法人名 有限会社ホッパン 石川県金沢市若松町三丁目19番地

事業所 訪問介護ステーションことほぎ 富山県砺波市寿町4番5号 0763-33-3331

法人名 社会福祉法人緑寿会 富山県黒部市若栗2111番地

事業所 特別養護老人ホーム越路さくら（ユニット型） 富山県黒部市荻生7120番地2 0765-32-4811

法人名 株式会社ケアサークルこかげ 富山県射水市戸破4466番地2

事業所 こかげ訪問介護ステーション 富山県射水市作道302番地 0766-50-8953

法人名 社会福祉法人新湊福祉会 富山県射水市殿村136番地

事業所 特別養護老人ホーム和の郷（ユニット型） 富山県射水市殿村136番地 0766-30-2389

法人名 株式会社ifD 富山県富山市黒埼291番地

事業所 さくら・介護ステーションとやま南 富山県富山市黒埼291番地 076-481-6239

法人名 社会福祉法人慶寿会 富山県富山市八尾町乗嶺546番地

事業所 特別養護老人ホームたちばな荘（ユニット型） 富山県富山市八尾町奥田79番地 076-455-3805

法人名 株式会社コスモスの里 富山県富山市大江干34番地1

事業所 コスモスの里　大江干 富山県富山市大江干34番地1 076-407-1566

法人名 株式会社コスモスの里 富山県富山市大江干34番地1

事業所 訪問介護事業所　コスモスの里 富山県富山市大江干30-3 076-461-5080

法人名 株式会社コスモスの里 富山県富山市大江干34番地1

事業所 小規模多機能ホーム　コスモスの里 富山県富山市大江干34番地1 076-441-5223

法人名 特定非営利法人　文福 富山県富山市五福3734の3番地

事業所 特定非営利法人　文福 富山県富山市五福3734の3番地 076-441-6106

法人名 社会福祉法人海望福祉会 富山県魚津市仏田3468番地

事業所 障害者支援施設　ひゞき 富山県魚津市仏田3468番地 0765-22-8808

法人名 社会福祉法人和合福祉会 富山県富山市布目1966番地1

事業所 ヘルパーステーション和合 富山県富山市布目1966番地1 076-435-3336

法人名 社会福祉法人早川福祉会 富山県高岡市早川390番1

事業所
特別養護老人ホーム藤園苑
（ユニット型ショート）

富山県高岡市早川390番1 0766-27-8288
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161000124 平成27年4月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成27年4月1日

161000122 平成26年12月1日 ○ ①、②、④ 平成26年12月1日

161000121 平成26年11月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成26年11月1日

161000120 平成26年11月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成26年11月1日

161000119 平成26年11月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成26年11月1日

161000118 平成26年10月1日 ○ ①、④ 平成26年10月1日

161000117 平成26年4月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成26年4月1日

161000103 平成24年4月1日 ○ ①、④ 平成24年4月1日

161000101 平成24年4月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成24年4月1日

平成24年4月1日○

161000102 平成24年4月1日 ○ ①、④ 平成24年4月1日

161000105 平成25年4月1日 ○ ①、④ 平成25年4月1日

161000104 平成24年4月1日 ①、④

161000106 平成25年4月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成25年4月1日

161000107 平成25年4月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成25年4月1日

161000108 平成25年5月1日 ○ ①、②、④ 平成25年5月1日

161000109 平成25年5月1日 ○ ①、②、④ 平成25年5月1日

161000110 平成25年7月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成25年7月1日

161000111 平成25年8月1日 ○ ①、②、④ 平成25年8月1日

161000112 平成25年8月1日 ○ ①、②、④ 平成25年8月1日

161000113 平成25年11月1日 ○ ①、④ 平成25年11月1日

161000114 平成26年2月1日 ○ ①、④ 平成26年2月1日

161000115 平成26年2月1日 ○ ①、②、④ 平成26年2月1日

161000116 平成26年2月1日 ○ ①、④ 平成26年2月1日

161000123 平成27年3月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成27年3月1日

161000125 平成27年5月1日 ○ ①、②、④ 平成27年5月1日

老健

特養

短期入所

特養

訪問

訪問

訪問

通所

短期入所

小規模

訪問

短期入所

訪問

地域密着特養

訪問

地域密着特養

訪問

特養

通所

訪問

小規模

訪問

障害者支援

訪問

短期入所



（様式２）

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

    名称登録番号 登録年月日 更新年月日 登録取消年月日実施行為 事業開始年月日

事業者区分

住所 電話番号 備考登録辞退年月日

法人名 社会福祉法人あいの風福祉会 富山県高岡市内免5丁目50番1

事業所 福祉コミュニティ高岡あいの風（ユニット型） 富山県高岡市内免5丁目50番1 0766-26-0311

法人名 富山県生活協同組合 富山県富山市金屋555

事業所 けんせいきょう輝くろべ 富山県黒部市牧野750番1 0765-33-4515

法人名 医療法人社団ナラティブホーム 富山県砺波市山王町2-12

事業所 ものがたりホームヘルパーステーション 富山県砺波市山王町2-12 0763-55-6200

法人名 社会福祉法人セーナー苑 富山県富山市坂本3110番地

事業所 障害者支援施設ほほえみの丘 富山県富山市坂本3110番地 076-467-0679

法人名 社会福祉法人セーナー苑 富山県富山市坂本3110番地

事業所 障害者支援施設わかくさの丘 富山県富山市坂本3110番地 076-467-0679

法人名 株式会社フールケア大地 富山県富山市山室226番地2

事業所 フールケア富山ヘルパーステーション 富山県富山市黒瀬北町2丁目3番3 076-471-5286

法人名 社会福祉法人あいの風福祉会 富山県高岡市内免5丁目50番1

事業所
福祉コミュニティ高岡あいの風
　訪問介護ステーション

富山県高岡市内免5丁目50番1 0766-26-0311

法人名 株式会社コスモスの里 富山県富山市大江干34番地1

事業所
認知症対応型デイサービス
コスモスの里藤ノ木

富山県富山市藤木893番地 076-407-1666

法人名 社会福祉法人緑寿会 富山県黒部市若栗2111番地

事業所
地域密着型特別養護老人ホーム越
野荘（ユニット型）

富山県黒部市若栗2111番地 0765-54-0622

法人名 社会福祉法人緑寿会 富山県黒部市若栗2111番地

事業所
特別養護老人ホーム越野荘
短期入所生活介護（ユニット型）

富山県黒部市若栗2111番地 0765-54-0622

法人名 株式会社ifD 富山県富山市掛尾町249番地スペースイン掛尾3階

事業所 さくら・介護ステーション高岡四屋 富山県高岡市長江1868コンチネンタルスカイハイツ101号室 0766-73-2914

法人名 トータル・メディカル津沢株式会社 富山県高岡市佐野497番地2

事業所 ヘルパーステーションひだまり 富山県高岡市佐野1095番地2 0766-25-3333

法人名 社会福祉法人三福 富山県氷見市鞍川1902番地4

事業所 特別養護老人ホーム氷見鶴寿苑（ユニット型） 富山県氷見市鞍川1902番地4 0766-72-2310

法人名 富山県生活協同組合 富山県富山市金屋555番地

事業所 デイサービスセンターゆとり～な（従来型） 富山県富山市中間島2-27-6 076-492-4114

法人名 富山県生活協同組合 富山県富山市金屋555番地

事業所 デイサービスセンターゆとり～な 富山県富山市中間島2-27-6 076-492-4114

法人名 医療法人社団中山会 富山県富山市上大久保1570-1

事業所 ヘルパーステーションすみれ 富山県富山市上大久保1585-1 076-461-5513

法人名 福光農業協同組合 富山県南砺市荒木5318

事業所 ＪＡ福光ふれあいセンター 富山県南砺市福光1192 0763-52-2621

法人名 あいあい株式会社 富山県富山市窪新町6番21号

事業所 あいあいおくだの家あいあいデイサービス 富山県富山市窪新町6番21号 076-411-5161

法人名 有限会社こいずみエイジングくらぶ 富山県下新川郡君島120番地の1

事業所 ヘルパステーションマーガレット 富山県富山市西長江2-3-47 076-493-8003

法人名 社会福祉法人福寿会 富山県南砺市松原678番地1

事業所 福寿会北部定期巡回センター 富山県南砺市松原678番地1 0763-23-3650

法人名 社会福祉法人富山市桜谷福祉会 富山県富山市山岸95番地

事業所 富山市恵光学園 富山県富山市石坂新950-1 076-431-5828

法人名 社会福祉法人清寿会 富山県滑川市赤浜573番地の１

事業所
特別養護老人ホーム清寿荘
短期入所生活介護

富山県滑川市赤浜573番地の１ 076-475-3600

法人名 社会福祉法人清寿会 富山県滑川市赤浜573番地の１

事業所 滑川市老人デイサービスセンター 富山県滑川市赤浜573番地の１ 076-475-3600

法人名 社会福祉法人小矢部福祉会 富山県小矢部市浅地121

事業所 特別養護老人ホームほっとはうす千羽（従来型） 富山県小矢部市浅地121 0766-61-8310

法人名 社会福祉法人小矢部福祉会 富山県小矢部市浅地121

事業所 特別養護老人ホームほっとはうす千羽ふたば館（ユニット型） 富山県小矢部市浅地121 0766-61-8310

法人名 社会福祉法人小矢部福祉会 富山県小矢部市浅地121

事業所 特別養護老人ホームほっとはうす千羽（従来型） 富山県小矢部市浅地121 0766-61-8310
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161000150 平成28年12月1日 ○ ①、④ 平成28年12月1日 特養

短期入所161000151 平成28年12月1日 ○ ①、④ 平成28年12月1日

特養161000149 平成28年12月1日 ○ ①、④ 平成28年12月1日

定期巡回

障害者支援

通所

161000145 平成28年7月1日 ○ ①、②、④ 平成28年7月1日

161000146 平成28年9月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成28年9月1日

訪問

161000143 平成28年5月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成28年5月1日

161000142 平成28年5月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成28年5月1日

平成27年11月1日

平成27年12月1日

認知通所161000133 平成27年7月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成27年7月1日

訪問

161000132 平成27年7月1日 ○ ①、② 平成27年7月1日 訪問

障害者支援

161000131 平成27年7月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成27年7月1日

障害者支援

161000130 平成27年7月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成27年7月1日

161000129 平成27年7月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成27年7月1日

161000126 平成27年5月1日 ○ ①、②、④ 平成27年5月1日 平成29年2月1日

161000127 平成27年5月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成27年5月1日

161000128 平成27年5月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成27年5月1日 訪問

地域密着特養

小規模

161000135 平成27年11月1日 ○ ①、④ 平成27年11月1日

地域密着特養

短期入所

161000134 平成27年11月1日 ○ ①、④

161000137 平成27年12月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成27年12月1日

訪問

訪問

161000136 平成27年12月1日 ○ ①、②、③、④、⑤

161000138 平成28年3月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成28年3月1日 地域密着特養

161000139 平成28年3月1日 ○ ①、②、③、④ 平成28年3月1日

地域密着通所

短期入所

161000140 平成28年3月1日 ○ ①、②、③、④ 平成28年3月1日

訪問161000141 平成28年4月1日 ○ ①、②、④ 平成28年4月1日

訪問161000144 平成28年6月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成28年6月1日 令和元年8月31日

平成24年4月1日 平成30年7月1日

161000147 平成24年4月1日 ○ ①、②、④ 平成24年4月1日

通所

平成30年7月1日 短期入所

161000148 平成24年4月1日 ○ ①、②、④

平成29年2月1日

令和元年9月30日



（様式２）

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

    名称登録番号 登録年月日 更新年月日 登録取消年月日実施行為 事業開始年月日

事業者区分

住所 電話番号 備考登録辞退年月日

法人名 社会福祉法人ひみ福祉会 富山県氷見市柳田字諏訪野3892番地の1

事業所 特別養護老人ホームつまま園たぶの里（ユニット型） 富山県氷見市阿尾410番地 0766-72-4165

法人名 富山医療生活協同組合 富山県富山市粟島2丁目2-１

事業所 看護小規模多機能型居宅介護わたぼうし 富山県富山市粟島2丁目2-１ 076-432-1160

法人名 富山医療生活協同組合 富山県富山市粟島2丁目2-１

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 富山県富山市粟島2丁目2-１ 076-433-7873

法人名 富山医療生活協同組合 富山県富山市粟島2丁目2-１

事業所 在宅福祉総合センターひまわりヘルパーステーション 富山県富山市粟島2丁目2-１ 076-433-2592

法人名 株式会社竹林商店 富山県射水市堀岡新明神39番地の1

事業所 訪問ケアステーションなでしこ 富山県射水市草岡町2丁目10-4 0766-86-3618

法人名 社会福祉法人福寿会 富山県南砺市松原678番地1

事業所 特別養護老人ホーム福寿園（ユニット型） 富山県南砺市松原678番地1 0763-22-3556

法人名 社会福祉法人廣和会 富山県滑川市吉浦13番地

事業所 特別養護老人ホームカモメ荘（ユニット型） 富山県滑川市吉浦13番地 076-476-5666

法人名 社会福祉法人福鳳会 富山県高岡市蔵野町3番地

事業所 ユニット型特別養護老人ホーム鳳鳴苑 富山県高岡市蔵野町3番地 0766-31-4567

法人名 社会福祉法人慶寿会 富山県富山市八尾町奥田80番地

事業所 特別養護老人ホーム椿寿荘短期入所生活介護 富山県富山市八尾町奥田80番地 076-455-3805

法人名 社会福祉法人新川老人福祉会 富山県魚津市大光寺450番地

事業所
特別養護老人ホーム新川ヴィーラ
東館・新館ユニット

富山県魚津市大光寺450番地 0765-24-6126

法人名 株式会社寿榮会 富山県氷見市窪552－1

事業所 氷見ケアサービス 富山県氷見市窪552－1 0766-91-5556

法人名 医療法人社団正啓会 富山県富山市針原中町336番地

事業所 針原デイサービス 富山県富山市針原中町355番地 076-451-7448

法人名 医療法人社団正啓会 富山県富山市針原中町336番地

事業所 グループホームなかまち 富山県富山市針原中町415-1 076-452-2100

法人名 有限会社みらい倶楽部 富山県富山市下赤江町2丁目3-14

事業所 有料老人ホーム「あかえ」 富山県富山市下赤江町2丁目3-14 076-443-9255

法人名 社会福祉法人あいの風福祉会 富山県高岡市内免5丁目50番1

事業所 福祉コミュニティ小矢部あいの風(ユニット型） 富山県小矢部市茄子島226 0766-67-1360

法人名 株式会社コスモスの里 富山県富山市大江干34番1

事業所 グループホームコスモスの里 富山県富山市大江干32番1 076-481-6464

法人名 株式会社ウェルファイン 富山県射水市水戸田966番地1

事業所 風乃里水戸田（グループホーム） 富山県射水市水戸田966番地1 0766-53-0008

法人名 株式会社ウェルファイン 富山県射水市水戸田966番地1

事業所 風乃里水戸田（小規模多機能居宅介護） 富山県射水市水戸田966番地1 0766-53-0008

法人名 社会福祉法人大門福祉会 富山県射水市中村20番地

事業所 特別養護老人ホームこぶし園（ユニット型） 富山県射水市中村20番地 0766-52-6700

法人名 社会福祉法人大門福祉会 富山県射水市中村20番地

事業所 特別養護老人ホームこぶし園短期入所生活介護 富山県射水市中村20番地 0766-52-6700

法人名 社会福祉法人永寿会 富山県高岡市太田58番地

事業所 特別養護老人ホーム氷見苑短期入所生活介護 富山県氷見市薮田2063番地 0766－72－8900

法人名 社会福祉法人永寿会 富山県高岡市太田58番地

事業所 特別養護老人ホーム雨晴苑短期入所生活介護 富山県高岡市太田58番地 0766－44－7370

法人名 社会福祉法人小杉福祉会 富山県射水市池多822番地

事業所 特別養護老人ホーム太閤の杜短期入所生活介護 富山県射水市中太閤山十八丁目１番地の２ 0766－56－8727

法人名 社会福祉法人小杉福祉会 富山県射水市池多822番地

事業所
特別養護老人ホーム大江苑
ユニット型短期入所生活介護

富山県射水市大江333番地の１ 0766－55－8888

法人名 社会福祉法人小杉福祉会 富山県射水市池多822番地

事業所
特別養護老人ホーム大江苑
従来型短期入所生活介護

富山県射水市大江333番地の１ 0766－55－8888

法人名 社会福祉法人小杉福祉会 富山県射水市池多822番地

事業所 特別養護老人ホーム大江苑ユニット型 富山県射水市大江333番地の１ 0766－55－8888
①、④ 平成30年6月1日 特養

平成30年6月1日 短期入所

177 161000177 平成30年6月1日 ○

176 161000176 平成30年6月1日 ○ ①、④

①、④ 平成30年6月1日 短期入所

平成30年6月1日 短期入所

175 161000175 平成30年6月1日 ○

174 161000174 平成30年6月1日 ○ ①、④

①、②、④、⑤ 平成30年4月1日 小規模

平成30年4月1日 GH

169 161000169 平成30年4月1日 ○

168 161000168 平成30年4月1日 ○ ①、②、④、⑤

④ 平成30年3月1日 GH

平成30年3月1日 地域密着特養

167 161000167 平成30年3月1日 ○

166 161000166 平成30年3月1日 ○ ①、④

157

158

159

160

152

153

154

155

156

特養161000159 平成29年4月1日 ○ ①、④ 平成29年4月1日

特養

特養

161000158 平成29年3月1日 ○ ①、④ 平成29年3月1日

161000157 平成29年2月1日 ○ ①、②、④、⑤ 平成29年2月1日

特養

看多機

161000152 平成28年12月1日 ○ ①、④ 平成28年12月1日

161000153 平成28年12月1日 ○ ①、②、③、④ 平成28年12月1日

訪問

161000156 平成28年12月1日 ○ ①、④ 平成28年12月1日 訪問

通所

161000155 平成28年12月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成28年12月1日

161000154 平成28年12月1日 ○ ①、②、③、④ 平成28年12月1日

161000160 平成29年2月1日 ○ ①、④ 平成29年2月1日 短期入所

161 161000161 平成29年8月1日 ○ ①、④

162 161000162 平成29年8月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成29年8月1日 訪問

平成29年8月1日 特養

163 161000163 平成29年11月1日 ○ ①、②、③、④、⑤

164 161000164 平成29年11月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ GH

平成29年11月1日 地域密着通所令和3年7月21日

①、②、③、④、⑤

平成29年11月1日

平成30年2月1日 有料165 161000165 平成30年2月1日 ○

161000170 平成30年4月1日 ○ ①、④ 平成30年4月1日

①、④ 平成30年5月1日

特養170

171 161000171 平成30年5月1日 ○

161000172 平成30年5月1日 ○ 短期入所

短期入所

平成30年6月1日

①、④ 平成30年5月1日

短期入所

172

173 161000173 平成30年6月1日 ○ ①、②、④



（様式２）

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

    名称登録番号 登録年月日 更新年月日 登録取消年月日実施行為 事業開始年月日

事業者区分

住所 電話番号 備考登録辞退年月日

法人名 社会福祉法人有磯会 富山県下新川郡朝日町泊555番地

事業所 特別養護老人ホーム有磯苑（ユニット型） 富山県下新川郡朝日町泊555番地 0765-82-2200

法人名 社会福祉法人ひみ福祉会 富山県氷見市柳田字諏訪野3892番地の1

事業所 特別養護老人ホームつまま園短期入所生活介護 富山県氷見市阿尾410番地 0766-72-4165

法人名 社会福祉法人ひみ福祉会 富山県氷見市柳田字諏訪野3892番地の1

事業所
特別養護老人ホームつまま園たぶ
の里ユニット型短期入所生活介護

富山県氷見市阿尾410番地 0766-72-4165

法人名 社会福祉法人三寿会 富山県富山市大島3丁目147番地

事業所 三寿苑ショートステイ（従来型） 富山県富山市大島3丁目147番地 076-492-3081

法人名 社会福祉法人みとし会 富山県富山市横越180番地

事業所
特別養護老人ホームすみれ苑
短期入所（併設従来型）

富山県富山市横越180番地 076-437-6225

法人名 社会福祉法人となみ野会 富山県砺波市神島756番1

事業所
特別養護老人ホーム砺波ふれあい
の杜短期入所生活介護

富山県砺波市神島756番1 0763-33-0802

法人名 社会福祉法人立山福祉会 富山県中新川郡立山町末上野字竜ヶ浜119番地

事業所
特別養護老人ホーム竜ヶ浜荘
短期入所生活介護（従来型）

富山県中新川郡立山町末上野字竜ヶ浜119番地 076-462-2600

法人名 社会福祉法人富山城南会 富山県富山市太郎丸西町1丁目5番地12

事業所
特別養護老人ホームふるさと敬寿
苑短期入所生活介護事業所

富山県富山市婦中町羽根1092番地2 076-469-1000

法人名 社会福祉法人福寿会 富山県南砺市松原678番地１

事業所 特別養護老人ホームいなみ（短期入所生活介護） 富山県南砺市井波1310番地1 0763-82-7040

法人名 社会福祉法人光風会 富山県富山市蜷川89番地

事業所
にながわ光風苑　短期入所生活介
護併設型・ユニット

富山県富山市蜷川89番地 076-461-7473

法人名 社会福祉法人光風会 富山県富山市蜷川89番地

事業所
にながわ光風苑　介護予防短期入
所生活介護　併設型・ユニット

富山県富山市蜷川89番地 076-461-7473

法人名 社会福祉法人ひみ福祉会 富山県氷見市柳田字諏訪野3892番地の1

事業所
特別養護老人ホームすわ苑
短期入所生活介護（従来型）

富山県氷見市柳田字諏訪野3892番地の1 0766-91-2627

法人名 社会福祉法人戸出福祉会 富山県高岡市醍醐1257番地

事業所 特別養護老人ホームだいご苑（ユニット型） 富山県高岡市醍醐1257番地 0766-62-0010

法人名 社会福祉法人戸出福祉会 富山県高岡市醍醐1257番地

事業所
特別養護老人ホームだいご苑
短期入所（ユニット型）

富山県高岡市醍醐1257番地 0766-62-0010

法人名 社会福祉法人戸出福祉会 富山県高岡市醍醐1257番地

事業所
特別養護老人ホームだいご苑
短期入所（従来型）

富山県高岡市醍醐1257番地 0766-62-0010

法人名 株式会社とやまヒューマンサービス 富山県富山市草島古川６番地

事業所 ハッピーとやま上市ヘルパーセンター 富山県中新川郡上市町稗田33-1 076-473-2858

法人名 社会福祉法人福寿会 富山県南砺市松原678番地１

事業所 福寿会南部定期巡回センター 富山県南砺市福光1045番地 0763-53-1132

法人名 社会福祉法人光風会 富山県富山市蜷川89番地

事業所
堀川南光風苑　地域密着型
介護老人福祉施設入所者介護

富山県富山市本郷町262番地１５ 076－464-3133

法人名 社会福祉法人光風会 富山県富山市蜷川89番地

事業所 堀川南光風苑　短期入所生活介護 富山県富山市本郷町262番地１５ 076－464-3133

法人名 社会福祉法人光風会 富山県富山市蜷川89番地

事業所
堀川南光風苑　介護予防
短期入所生活介護

富山県富山市本郷町262番地１５ 076－464-3133

法人名 社会福祉法人光風会 富山県富山市蜷川89番地

事業所 くまの光風苑
短期入所生活介護(併設型・ユニット)

富山県富山市南金屋111番地 076－461-7473

短期入所

短期入所

161000198 平成30年7月1日 ○ ①、④ 平成30年7月1日

短期入所

161000197 平成30年7月1日 ○ ①、④ 平成30年7月1日

平成30年7月1日 ○ ①、④ 平成30年7月1日

平成30年7月1日

195

161000193 平成30年7月1日 ○ ①、②、③、④、⑤

161000195 平成30年7月1日

193

①、④ 平成30年6月1日 短期入所

平成30年6月1日 短期入所

185 161000185 平成30年6月1日 ○

184 161000184 平成30年6月1日 ○ ①、④

①、④ 平成30年6月1日 短期入所

平成30年6月1日 短期入所

183 161000183 平成30年6月1日 ○

182 161000182 平成30年6月1日 ○ ①、④

①、④ 平成30年6月1日 短期入所

平成30年6月1日 短期入所

181 161000181 平成30年6月1日 ○

180 161000180 平成30年6月1日 ○ ①、④

①、④ 平成30年6月1日 短期入所

平成30年6月1日 特養

179 161000179 平成30年6月1日 ○

178 161000178 平成30年6月1日 ○ ①、④

①、④ 平成30年6月1日 短期入所

平成30年6月1日 令和2年3月1日 短期入所

187 161000187 平成30年6月1日 ○

186 161000186 平成30年6月1日 ○ ①、②、④

①、④ 平成30年6月1日 短期入所

平成30年6月1日 短期入所

192 161000192 平成30年6月1日 ○

188 161000188 平成30年6月1日 ○ ①、④

①、④

190 161000190 平成30年6月1日 ○

191 161000191 平成30年6月1日 ○

特養

平成30年6月1日 短期入所

短期入所

平成30年7月1日 ○ ①、④

189 161000189 平成30年6月1日 ○ 平成30年6月1日①、④

①、④ 平成30年6月1日

訪問161000194 平成30年7月1日 ○ ①、④ 平成30年7月1日

特養

194

令和2年6月1日 訪問

196

197

198

161000196



（様式２）

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

    名称登録番号 登録年月日 更新年月日 登録取消年月日実施行為 事業開始年月日

事業者区分

住所 電話番号 備考登録辞退年月日

法人名 社会福祉法人光風会 富山県富山市蜷川89番地

事業所 くまの光風苑　介護予防
短期入所生活介護(併設型・ユニット)

富山県富山市南金屋111番地 076－461-7473

法人名 社会福祉法人光風会 富山県富山市蜷川89番地

事業所 ながれすぎ光風苑
短期入所生活介護(併設型・空床型)

富山県富山市流杉77番地 076－424-7005

法人名 社会福祉法人光風会 富山県富山市蜷川89番地

事業所 ながれすぎ光風苑　介護予防
短期入所生活介護(併設型・空床型)

富山県富山市流杉77番地 076－424-7005

法人名 社会福祉法人有磯会 富山県下新川郡朝日町泊555番地

事業所
特別養護老人ホーム有磯苑
短期入所生活介護

富山県下新川郡朝日町泊555番地 0765-82-2200

法人名 社会福祉法人有磯会 富山県下新川郡朝日町泊555番地

事業所
特別養護老人ホーム有磯苑
短期入所生活介護　ユニット型

富山県下新川郡朝日町泊555番地 0765-82-2200

法人名 社会福祉法人　清楽園 富山県小矢部市法楽寺1800番地の１

事業所
特別養護老人ホーム清楽園
短期入所生活介護

富山県小矢部市法楽寺1800番地の１ 0766－67-6664

法人名 社会福祉法人 福寿会 富山県南砺市松原678番地１

事業所
特別養護老人ホームやすらぎ荘
短期入所生活介護

富山県南砺市天池1570番地 0763－52－6166

法人名 社会福祉法人アルペン会 富山県富山市小西170番地

事業所 特別養護老人ホーム　あしたねの森 富山県富山市新庄町2丁目15－32 076-442-9001

法人名 社会福祉法人アルペン会 富山県富山市小西170番地

事業所 あしたねの森ショートステイ 富山県富山市新庄町2丁目15－32 076-442-9001

法人名 とわ合同会社 富山県魚津市相木497番地

事業所 ライフケアとわ 富山県魚津市相木497番地 0765-22-8508

法人名 社会福祉法人 福寿会 富山県南砺市松原678番地１

事業所
特別養護老人ホームやすらぎ荘
地域密着型介護老人福祉施設入所
者生活介護

富山県南砺市天池1570番地 0763－52－6166

法人名 有限会社わか木 富山県高岡市波岡61番地１

事業所 ファミリーサポートハウスわか木 富山県高岡市波岡61番地１ 0766－23－9080

法人名 社会福祉法人 福寿会 富山県南砺市松原678番地１

事業所 特別養護老人ホーム福寿園（短期入所） 富山県南砺市松原678番地１ 0763－22－3556

法人名 株式会社やまぶき 富山県射水市大門６番地15

事業所 ヘルパーステーションやまぶき 富山県射水市大門６番地15 0766－52－3356

法人名 社会福祉法人福寿会 富山県南砺市松原678番地1

事業所
特別養護老人ホームきらら（短期入
所生活介護）

富山県南砺市理休247番地1 0763-62-2323

法人名 一般社団法人大樹福祉会 富山県富山市水橋中村町67番地1

事業所 だいだい水橋 富山県富山市水橋中村町67番地1 076-464-6865

法人名 社会福祉法人宣長康久会 富山県富山市下夕林141番地

事業所
特別養護老人ホームささづ苑短期
入所

富山県富山市下夕林141番地 076－467-1000

法人名 社会福祉法人宣長康久会 富山県富山市下夕林141番地

事業所
地域密着型特別養護老人ホームさ
さづ苑（ユニット型）

富山県富山市下夕林141番地 076－467-1000

短期入所213 161000213 令和元年5月1日 ○ ①、②、④

①、②、③、④、⑤ 平成31年2月1日

令和元年5月1日

訪問

平成31年2月1日 短期入所

212 161000212 平成31年2月1日 ○

211 161000211 平成31年2月1日 ○ ①、②、④、⑤

①、②、③、④、⑤ 平成31年2月1日 通所

平成30年12月1日 令和元年9月1日 地域密着特養

210 161000210 平成31年2月1日 ○

209 161000209 平成30年12月1日 ○ ①、②、④

①、②、③、④、⑤ 平成30年11月1日 訪問

平成30年11月1日 短期入所

208 161000208 平成30年11月1日 ○

207 161000207 平成30年11月1日 ○ ①、④

①、④ 平成30年11月1日 特養

平成30年10月1日 令和元年9月1日 短期入所

206 161000206 平成30年11月1日 ○

205 161000205 平成30年10月1日 ○ ①、②、④

平成30年8月1日 短期入所204 161000204 平成30年8月1日 ○ ①、④

短期入所

短期入所

161000201 平成30年7月1日 ○ ①、④ 平成30年7月1日

短期入所

161000200 平成30年7月1日 ○ ①、④ 平成30年7月1日

161000199 平成30年7月1日 ○ ①、④ 平成30年7月1日

161000203 平成30年7月1日 ○ ①、④ 平成30年7月1日 短期入所

短期入所161000202 平成30年7月1日 ○ ①、④ 平成30年7月1日

①、②、③、④、⑤

199

200

201

202

203

215 161000215 令和元年6月1日 ○

214 161000214 令和元年6月1日 ○

短期入所

令和元年6月1日 障害者支援

①

① 令和元年6月1日

216 161000216 令和元年6月1日 ○ 令和元年6月1日 地域密着特養



（様式２）

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

    名称登録番号 登録年月日 更新年月日 登録取消年月日実施行為 事業開始年月日

事業者区分

住所 電話番号 備考登録辞退年月日

法人名 社会福祉法人宣長康久会 富山県富山市下夕林141番地

事業所
地域密着型特別養護老人ホームさ
さづ苑かすが(ユニット型）

富山県富山市下夕林237番地 076－468-1000

法人名 株式会社ALSRelation 富山県富山市月岡西緑町138番地

事業所
訪問介護事業所自薦サポートセン
ター（訪問介護）

富山県富山市月岡西緑町138番地 070-4496-9836

法人名 株式会社ALSRelation 富山県富山市月岡西緑町138番地

事業所
訪問介護事業所自薦サポートセン
ター（居宅介護）

富山県富山市月岡西緑町138番地 070-4496-9836

法人名 株式会社ALSRelation 富山県富山市月岡西緑町138番地

事業所
訪問介護事業所自薦サポートセン
ター（重度訪問介護）

富山県富山市月岡西緑町138番地 070-4496-9836

法人名 社会福祉法人廣和会 富山県滑川市吉浦13番地

事業所
特別養護老人ホームカモメ荘ショー
トステイ

富山県滑川市吉浦13番地 076-476-5666

法人名 社会福祉法人Q・O・L福祉会 富山県高岡市問屋町190番地1

事業所
地域密着型小規模特別養護老人
ホーム雅（ユニット型）

富山県高岡市問屋町190番地1 0766-92-3500

法人名 社会福祉法人あいの風福祉会 富山県高岡市内免5丁目50番1

事業所
福祉コミュニティ呉羽あいの風（ユ
ニット型）

富山県富山市野々上340 076-464-6092

法人名 社会福祉法人三寿会 富山県富山市大島3丁目147番地

事業所 三寿苑介護サービスセンター 富山県富山市大島3丁目147番地 076-492-3012

法人名 社会福祉法人あかね会 富山県高岡市角561番地

事業所
特別養護老人ホームあさひ苑アネッ
クス（ユニット型）

富山県高岡市鷲北新171番地 0766-29-1212

法人名 株式会社ソワカ 富山県高岡市石塚41番地

事業所 ヘルパーステーションきおら 富山県高岡市石塚41番地 0766-30-3580

法人名 有限会社ケアサポート・まき 富山県富山市吉作4704番地2

事業所 ケアサポート・まき吉作 富山県富山市吉作4704番地2 076-434-8511

法人名 医療法人財団五省会 富山市高田70番地

事業所 介護老人保健施設みどり苑 富山市秋ヶ島146番地1 076-428-5565

法人名 株式会社スプリング 富山市婦中町響の杜269番地44

事業所 訪問介護事業所　スマイルワン 富山市堀川町580番地21 076-420-5254

法人名 社会福祉法人おあしす新川 富山県下新川郡入善町上野2803番地

事業所
特別養護老人ホームおあしす新川
短期入所生活介護（ユニット型）

富山県下新川郡入善町上野2803番地 0765-74-0800

法人名 社会福祉法人おあしす新川 富山県下新川郡入善町上野2803番地

事業所
特別養護老人ホームおあしす新川
短期入所生活介護（従来型）

富山県下新川郡入善町上野2803番地 0765-74-0800

法人名 社会福祉法人おあしす新川 富山県下新川郡入善町上野2803番地

事業所
特別養護老人ホームおあしす新川
（ユニット型）

富山県下新川郡入善町上野2803番地 0765-74-0800

法人名 社会福祉法人おあしす新川 富山県下新川郡入善町上野2803番地

事業所 デイサービスセンターおあしす新川 富山県下新川郡入善町上野2803番地 0765-74-0800

法人名 社会福祉法人梨雲福祉会 富山県富山市吉作1725番地 076-436-6541

事業所
特別養護老人ホーム梨雲苑ゆうゆ
う（ユニット型）

富山県富山市野口南部121番地

短期入所

短期入所

特養

令和3年2月1日

令和3年2月1日

〇

〇

〇

①、②、④

①、②、④

①、②、④

161000230

161000231

161000232

令和3年2月1日

令和3年2月1日

令和3年2月1日

230 令和3年2月1日

161000229229 〇 ①、②、③、④、⑤

〇

231

232

227 161000227 令和2年4月1日 ○ ①、②、④

特養

訪問介護

225 161000225 令和元年12月1日 ○ ①、④ 令和元年12月1日

224 161000224 令和元年12月1日 ○ ①、④

217 161000217 令和元年6月1日 ○ 地域密着特養

①、②、③、④、⑤

① 令和元年6月1日

219 161000219 令和元年9月1日 ○

218 161000218 令和元年9月1日 ○

居宅介護

令和元年9月1日 訪問

①、②、③、④、⑤

①、②、③、④、⑤ 令和元年9月1日

221 161000221 令和元年9月1日 ○

220 161000220 令和元年9月1日 ○

短期入所

令和元年9月1日 重度訪問介護

①、②、③、④

①、②、④ 令和元年9月1日

223 161000223 令和元年11月1日 ○

222 161000222 令和元年11月1日 ○

地域密着特養

令和元年11月1日 地域密着特養

①、②、④ 令和元年11月1日

令和元年12月1日

226 161000226 令和2年2月1日 ○ ①、②、③、④、⑤ 令和2年2月1日 訪問介護

令和2年4月1日 通所介護

令和2年8月1日 訪問介護

228 161000228 令和2年6月1日 〇 ①、④

令和2年8月1日

令和3年2月1日 通所介護

令和2年6月1日 老健

令和3年4月1日 ①、④ 令和3年4月1日

161000233 令和3年2月1日 〇 ①、④

特養

233

234 161000234



（様式２）

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

    名称登録番号 登録年月日 更新年月日 登録取消年月日実施行為 事業開始年月日

事業者区分

住所 電話番号 備考登録辞退年月日

法人名 社会福祉法人梨雲福祉会 富山県富山市吉作1725番地 076-436-6541

事業所
特別養護老人ホーム梨雲苑ゆうゆ
う短期入所生活介護（ユニット型）

富山県富山市野口南部121番地

法人名 有限会社リアン 富山県射水市小島607番地1 0766-53-5245

事業所 生活支援ハウスふるさと 富山県射水市小島607番地1

法人名 有限会社リアン 富山県射水市小島607番地1 0766-95-3080

事業所 グループホーム北高木 富山県射水市北高木255番地

法人名 株式会社KERRIA 富山県小矢部市埴生4509番地23 0766-54-6090

事業所 ヘルパーステーションケリア 富山県小矢部市埴生4509番地23

法人名 社会福祉法人福寿会 富山県南砺市松原678番地1 0763-53-0055

事業所 ふく満ホームヘルプサービス事業所 富山県南砺市福光1045番地

法人名 株式会社gratitude 富山県射水市戸破1312番地 076-464-6856

事業所 ケアコミュニティまるとみ 富山県富山市追分茶屋472番地1

法人名 社会福祉法人みとし会 富山県富山市横越180番地

事業所
特別養護老人ホームすみれ苑（ユ
ニット型）

富山県富山市横越180番地 076-437-6225

法人名 株式会社　スプリング 富山市婦中町響の杜269番地44

事業所 訪問介護事業所　ベストライフケア 富山市黒瀬459番地1 076-420-5254

法人名 株式会社　ケアサービス布目 富山県富山市月見町四丁目70番地

事業所 デイサービス　愛の家 富山県富山市開発181番地 076-405-9278

法人名 合同会社おはなけあ 富山県高岡市姫野922番地11

事業所 新湊BASEやっしゃっけ 富山県射水市庄川本町25番地12号 0766-75-3217

３　「実施行為」欄には各事業者が実施する喀痰吸引等（特定行為）の行為種別を以下から選択し、番号を記載してください。
　　①口腔内の喀痰吸引　②鼻腔内の喀痰吸引　③気管カニューレ内部の喀痰吸引
　　④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養　⑤経鼻経管栄養

通所介護243 161000243 令和4年8月1日 〇 ①、②、⑤ 令和4年8月1日

訪問介護242 161000242 令和4年7月1日 〇 ①、②、③、④、⑤

令和4年6月1日 特養

令和4年7月1日

241 161000241 令和4年6月1日 〇 ①、④

①、④ 令和3年5月1日

訪問介護238 161000238 令和3年4月1日 〇 ①、②、③、④、⑤ 令和3年4月1日

161000239239 令和3年5月1日 〇 訪問介護

令和3年4月1日 〇 ①、④ 令和3年4月1日

161000236 令和3年4月1日 〇 ①、②、③、④、⑤ 令和3年4月1日

GH

短期入所

GH

令和3年4月1日 〇

令和3年12月9日

①、②、③、④、⑤ 令和3年4月1日161000237

235

236

237

161000235

①、②、④

有料老人ホーム240 161000240 令和3年12月9日 〇 ①、②、③、④、⑤

令和5年4月1日 小多機244 161000244 令和5年4月1日 〇


