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5-4 要配慮者利用施設
 社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設 

令和元年 5月 10 日現在 

地域 
所在地 

区域 
施 設 名 称 住所 電話番号 

危険 

要因 
施設区分 

○公…公設施設 

城端 

城端 

城端児童館さくらっこ 
城端 1582-1 62-2897  ○公 児童 

さくらっこクラブ 

城端小学校 城端 1610 62-0109 急傾斜 ○公 小学 

城端中学校 泉沢 700 62-0235  ○公 中学 

南山田 

グループホームこもれび 野田 213-1 62-8128   認共 

みんなの台所・城端 野田 1147 58-5618   就支 

ぐる～ぷほ～む城端 細木 108-1 55-6931   認共 

イエローガーデン城端 是安 1151-1 62-2268 認共 

大鋸屋 

城端さくら保育園 理休 240 62-7300  ○公 保育 

特別養護老人ホームきらら 
理休 247-1 

62-2323 
特養、短セ、 

在サ 

きららデイサービスセンター 62-2651 在サ 

介護老人保健施設城端うらら 

理休 270 

62-8555 介保、短療 

デイサービスセンターうらら 62-8112 在サ 

ケアハウス城端うらら 62-8111 自立 

城端老人福祉センター美山荘 理休 429 62-3548  ○公 老福 

城端高齢者生きがいセンター 

ふれあいはうす 
理休 245 62-3346   老福 

福祉作業所エルハート城端 理休 336-1 62-3346  ○公 障支 

福祉作業所エルハート立野原分場 
立野原 558-3 

77-3320 就支 

ホームたてのがはら 77-3321 共援 

平 

下梨 
平みどり保育園 下梨 2580 66-2350  ○公 保育 

平中学校 下梨 446 66-2355  ○公 中学 

小谷 

平デイサービスセンター 

大崩島 100 66-2866 
急傾斜、 

土石流 
○公

在サ 

平高齢者生活福祉センター 

つつじ荘 
自立 

上平 

南部 

上平保育園 東赤尾 10 67-3651 土石流 ○公 保育 

グループホームイエローガーデン 

五箇山 

東赤尾字横平 

577-1 
67-3700 土石流  認共 

北部 

上平デイサービスセンター 

上平細島 1112 

67-3003 

土石流 ○公

在サ 

上平高齢者コミュニティセンター 

ことぶき館 
67-3741 老福 

上平小学校 皆葎 1573 67-3301  ○公 小学 

「南砺市地域防災計画　資料編」から抜粋
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地域 
所在地 

区域 
施 設 名 称 住所 電話番号 

危険 

要因 
施設区分 

○公…公設施設 

利賀 

上利賀 

利賀ささゆり保育園 利賀村坂上 33 68-2242 
土石流、 

地すべり 
○公 保育 

利賀小学校 
利賀村 184 

68-2040 
地すべり 

○公 小学 

利賀中学校 68-2151 ○公 中学 

両百瀬 

利賀高齢者福祉センター 

ネイトピア喜楽 
利賀村百瀬川 

313 
68-2316 土石流 ○公

自立 

利賀デイサービスセンター 在サ 

井波 

井波 

認定こども園井波にじいろ保育園 山見 2000-14 82-7810  ○公 認こ 

特別養護老人ホームいなみ 
井波 1310-1 

82-7040 
 ○公

特養、短生 

デイサービスセンターいなみ 82-7030 在サ 

養護老人ホーム楽寿荘 井波 2200 82-2003 土石流 ○公 自立 

井波社会福祉センター 井波 521 82-0906  ○公 老福 

ニチイケアセンター山見 

ニチイのやわらぎ 
山見 330-2 

82-7881   小規模 

ニチイケアセンター山見 

ニチイのほほえみ 
82-7883   認共 

井波児童館きぼりっこ 
山見 1365 82-5770  ○公 児童 

井波子どもホーム 

井波小学校 山見 1368 82-3280  ○公 小学 

井波中学校 井波 700-1 82-0224  ○公 中学 

南山見 

マーシ園木の香 

谷 142 

82-6000 

土石流  

障支 

マーシ園八乙女 
82-0490 

障支 

マーシ園すてっぷ 就支 

マーシ園ホーム風の谷 谷 180-3 82-1173 土石流  共援 

山野 山野保育園 岩屋 155 82-1356  ○公 保育 

高瀬 イエローガーデン高瀬 北市 256-1 82-6088 旅  認共 

井口 井口 

井口保育園 井口 116 64-2150  ○公 保育 

障害者支援施設花椿 蛇喰 1302 64-8880   障支 

井口デイサービスセンター 蛇喰 1010 64-8801  ○公 在サ 

井口社会福祉センター 蛇喰 1009 64-8033  ○公 老福 

イエローガーデンいのくち 蛇喰 1261 64-2800   認共 

井口小学校 蛇喰 1001 64-2052  ○公 小学 

井口中学校 蛇喰 1001 64-2053  ○公 中学 

福野 中部 

ホームふくの実 福野 1736-1 82-0490   共援 

デイサービスセンター 

にこやかな里。 
福野 1466-1 23-3811   在サ 

吉岡整形外科 寺家新屋敷 472-7 22-7700   医療 
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地域 
所在地 

区域 
施 設 名 称 住所 電話番号 

危険 

要因 
施設区分 

○公…公設施設 

社会福祉法人わらび学園 福野 87-8 22-6055   児支 

認定こども園福野青葉幼稚園 二日町 1331-42 22-2530   認こ 

福野児童センターアルカス 
二日町 435-1 22-3898  ○公 児童 

アルカスクラブ 

アルカスのびのびひろば 苗島 4799 
080-6359 

-4453 
 ○公  児童 

福野小学校 二日町 50 22-4181  ○公 小学 

福野中学校 福野 1339 22-2222  ○公 中学 

北部 

福野おひさま保育園 柴田屋 209 22-8720  ○公 保育 

はぴねすグループホーム福野 二日町 2077-7 22-1778 庄  認共 

はぴねすデイサービス和みの里 二日町 2077-1 22-8800 庄  在サ 

グループホーム柴田屋みなみ 柴田屋 36-1 22-6415   共援 

グループホーム柴田屋 柴田屋 105-5 22-1089 小  共援 

ケアタウン福野 柴田屋 396-11 58-5632 小、山  認共 

サービス付高齢者向け住宅 

やどりぎ 
本江 238-8 23-4601 庄  自立 

東部 

福野ひまわり保育園 百町 101-1 22-8225  ○公 保育 

特別養護老人ホーム福寿園 松原 678-1 22-5702 庄 ○公 特養、短生 

福野デイサービスセンター 松原 500-2 22-1050 庄 ○公 在サ 

はぴねすグループホーム松と春 年代 172-2 23-1330   認共 

ふくの若葉病院 苗島 367 23-1011   
介医、在サ、

医療 

南部 

多機能型事業所花椿かがやき 八塚 580-1 22-2252   障支 

旅川デイサービスセンター 院林 92-1 22-6542 小、旅、山 ○公 在サ 

福野老人福祉センターさつき荘 院林 82-2 22-3019 小 ○公 老福 

旅川福祉交流館 

院林 82-1 

22-2061 

小、山 ○公

地支 

なんと共同作業所 22-3133 障支 

福祉作業所メイプル福野 22-6870 障支 

西部 

ケアタウン・なんと 

新邸 11-1 22-2162 小 

認共、 

小規模 

サービス付高齢者向け住宅 

あんしんアパートなんと 
自立 

福光 福光 

福光どんぐり保育園 福光 381-1 52-6701  ○公 保育 

福光児童館きっずらんど 
福光 1269-1 52-8200 小 ○公 児童 

きっずらんどクラブ 

ＪＡ福光デイサービス日向ぼっこ 福光 1192 52-3939   在サ 
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地域 
所在地 

区域 
施 設 名 称 住所 電話番号 

危険 

要因 
施設区分 

○公…公設施設 

ふく満デイサービスセンター 福光 1045 53-0055  ○公 在サ 

愛の家グループホーム南砺福光 福光 777-1 53-0180   認共 

福光中学校 福光 720 52-1108  ○公 中学 

石黒 

デイサービス母笑夢 遊部川原 53 52-7555   在サ 

牛田接骨院デイサービス結 中ノ江 106-3 52-4686   在サ 

介護療養型老人保健施設 

福光あおい 法林寺 424 53-1555 急傾斜  
介保、短療 

グループホーム福光ほほえみの家 認共 

グループホーム南砺星 中ノ江 195-1 53-0823   認共 

イエトカフェいずみ 和泉 26-1 52-1231   小規模 

福光中部小学校 
法林寺 1 

52-0069 
 ○公

小学 

福光中部っ子クラブ 52-7611 児童 

広瀬舘 

福光南部あおぞら保育園 小坂 694-8 52-7670 小 ○公 保育 

福光南部小学校 
小坂 708 

52-4050 
小 ○公

小学 

福光南部っ子クラブ 52-1115 児童 

太美山 福光老人福祉センター福光温泉 綱掛 66 55-1136 急傾斜 ○公 老福 

山田 

特別養護老人ホームやすらぎ荘 
天池 1570 

52-6166 
 ○公

特養、短生 

やすらぎ荘デイサービスセンター 52-7206 在サ 

介護老人保健施設葵の園・なんと 天池 

字二番野島 

1555-3 

52-0050 

介保、在サ、 

短療 

なんとデイサービスセンター 在サ 

グループホーム葵の園・かいにょ 53-1001 認共 

北山田 

富山県立となみ総合支援学校 利波河 1335-5 52-4520  ○公 特学 

ステップ・バイ・ステップ 
梅野字東野島 

2077-1 
55-6708   障支 

住宅型有料老人ホーム白寿の里 

ふくみつ 
遊部 653 33-7077 小  自立 

吉江 

認定こども園福光青葉幼稚園 荒木 1301-1 52-1008 小  認こ 

喜志麻保育園 高宮 663 52-4647   保育 

福光東部かがやき保育園 荒木 1305-1 52-7320 小 ○公 保育 

デイサービスいちご 荒木 1333-1 52-7715 小  在サ 

グループホーム柿の華 高宮 5106 52-5448   認共 

福光福祉の家光龍館 
高宮 1 

52-6868 
小 ○公

老福 

福祉作業所フレンドハウス福光 52-6043 就支 

151A 吉江中 661 

アラックスビル 

福光Ⅲ 

77-3773 

小 

就支 

ステップ・バイ・ステップ福光 58-5789 就支 
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地域 
所在地 

区域 
施 設 名 称 住所 電話番号 

危険 

要因 
施設区分 

○公…公設施設 

東部げんきっ子クラブ 荒木 574 52-0660  ○公 児童 

福光東部小学校 
荒木 456 

52-0227 
 ○公

小学 

福光東部っ子クラブ 52-7633 児童 

吉江中学校 荒木 581 52-0328  ○公 中学 

 公共医療機関については災害時に防災拠点施設となることから、要配慮者利用施設には含まない。 

※危険要因の表示 ・洪水浸水想定河川   小：小矢部川、庄：庄川、旅：旅川、山：山田川

         ・土砂災害警戒区域（急傾斜、地すべり、土石流）

※施設区分の表示（○公…公設施設） 

・特養：介護老人福祉施設     ・介保：介護老人保健施設 

・介医：介護療養型医療施設    ・介支：在（居）宅介護支援事業所 

・在サ：在宅介護サービス事業所  ・短療：短期入所・療養介護 

・短生：短期入所・生活介護    ・認共：認知症対応型共同生活介護 

・老福：老人福祉センター、老人福祉施設 

           ・小規模：小規模多機能    … 以上、介護保険法に基づく施設 

・共援：共同生活援助施設     ・障支：障害者支援施設 

・就支：就労継続等支援施設    ・地支：地域活動支援センター 

… 以上、障害者総合支援法に基づく施設 

・特学：特別支援学校 

・小学：小学校          ・中学：中学校 

… 以上、学校教育法に基づく施設 

           ・児支：児童発達支援センター 

           ・児童：児童館          ・保育：保育園 

… 以上、児童福祉法に基づく施設 

           ・認こ：認定こども園 

               …就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進 

               に関する法律に基づく施設 

           ・自立：自立高齢者入居施設 


