
生活期の生活を支える施設（476施設）

※施設区分、地域、名称アイウエオ順 （平成27年3月31日現在）

NO 施設区分 施設名称 地域

1 病院 医療法人社団　慈豊会　久藤総合病院 加賀市

2 病院 医療法人社団　長久会　加賀こころの病院 加賀市

3 病院 伊藤病院 金沢市

4 病院 医療法人社団浅ノ川浅ノ川総合病院 金沢市

5 病院 医療法人社団浅ノ川桜ケ丘病院 金沢市

6 病院 医療法人社団浅ノ川千木病院 金沢市

7 病院 医療法人社団博友会金沢西病院 金沢市

8 病院 医療法人社団博洋会藤井脳神経外科病院 金沢市

9 病院 医療法人社団和宏会敬愛病院 金沢市

10 病院 川北病院 金沢市

11 病院 恵寿金沢病院 金沢市

12 病院 社団法人石川勤労者医療協会城北病院 金沢市

13 病院 医療法人社団六豊会すずみが丘病院 金沢市

14 病院 特定医療法人扇翔会南ヶ丘病院 金沢市

15 病院 林病院 金沢市

16 病院 医療法人社団安田内科病院 金沢市

17 病院 医療法人社団　芙蓉会　二ッ屋病院 かほく市

18 病院 医療法人社団　澄鈴会　粟津神経サナトリウム 小松市

19 病院 医療法人社団　愛康会　ソフィア病院 小松市

20 病院 東病院 小松市

21 病院 医療法人社団　さくら会　森田病院 小松市

22 病院 津幡町国民健康保険直営河北中央病院 津幡町

23 病院 医療法人社団　洋和会　池田病院 野々市市

24 病院 医療法人社団浅ノ川金沢脳神経外科病院 野々市市

25 病院 医療法人社団和楽仁芳珠記念病院 能美市

26 病院 国民健康保険能美市立病院 能美市

27 病院 公立つるぎ病院 白山市

28 診療所 医療法人社団　秋山クリニック 内灘町

29 診療所 内灘こどもクリニック 内灘町

30 診療所 さとうクリニック 内灘町

31 診療所 医療法人社団昇生会吉田医院 加賀市

32 診療所 医療法人社団　伊東会　鈴木医院 加賀市

33 診療所 医療法人社団　上田医院 加賀市

34 診療所 医療法人社団　栄香福祉会　いしぐろクリニック 加賀市

35 診療所 医療法人社団　加賀白山会　板谷医院 加賀市

36 診療所 医療法人社団青峰会山下医院 加賀市

37 診療所 医療法人社団林内科医院 加賀市

38 診療所 太陽けんこうクリニック 加賀市

39 診療所 のざきクリニック 加賀市

40 診療所 箱宮クリニック 加賀市

41 診療所 松下内科クリニック 加賀市

42 診療所 あずきさわ内科クリニック 金沢市

43 診療所 あんどう内科医院 金沢市

44 診療所 医療法人社団井沢内科医院 金沢市

45 診療所 医療法人健巧会　江守クリニック 金沢市

46 診療所 医療法人社団　あさひクリニック 金沢市

47 診療所 医療法人社団おおみぞ内科・皮ふ科クリニック 金沢市

48 診療所 医療法人社団小川医院 金沢市

49 診療所 医療法人社団博友会　みなとクリニック 金沢市

50 診療所 医療法人社団博友会アカシアクリニック 金沢市

51 診療所 医療法人社団美里医院 金沢市

52 診療所 医療法人社団森田医院 金沢市

53 診療所 医療法人社団山本脳神経外科医院 金沢市



NO 施設区分 施設名称 地域

54 診療所 上野医院 金沢市

55 診療所 医療法人社団英和会うきた産婦人科医院 金沢市

56 診療所 医療法人社団　創生会　大野内科医院 金沢市

57 診療所 大平胃腸科外科クリニック 金沢市

58 診療所 岡田内科クリニック 金沢市

59 診療所 医療法人社団　康仁会　金沢たまごクリニック 金沢市

60 診療所 金沢ホームケアクリニック 金沢市

61 診療所 きたがわ内科クリニック 金沢市

62 診療所 医療法人社団北野内科クリニック 金沢市

63 診療所 金城クリニック 金沢市

64 診療所 社団法人　石川勤労者医療協会　健生クリニック 金沢市

65 診療所 金沢医療生活協同組合　けんろく診療所 金沢市

66 診療所 医療法人社団紺谷内科婦人科クリニック 金沢市

67 診療所 近藤内科医院 金沢市

68 診療所 医療法人社団大斉会さいとう内科医院 金沢市

69 診療所 佐伯ペインクリニック 金沢市

70 診療所 坂戸医院 金沢市

71 診療所 医療法人相良内科医院 金沢市

72 診療所 医療法人十全会Ｊクリニック 金沢市

73 診療所 芝クリニック太陽丘 金沢市

74 診療所 医療法人社団ホスピィ‐城北うらた在宅クリニック 金沢市

75 診療所 社団法人石川勤労者医療協会城北クリニック 金沢市

76 診療所 医療法人社団杉原沼田クリニック 金沢市

77 診療所 高木歯科医院 金沢市

78 診療所 医療法人社団高橋内科医院 金沢市

79 診療所 医療法人社団　健祥会　たけうち内科クリニック 金沢市

80 診療所 医療法人社団　竹田内科クリニック 金沢市

81 診療所 土田整形外科クリニック 金沢市

82 診療所 医療法人社団土原外科胃腸科医院 金沢市

83 診療所 洞庭医院 金沢市

84 診療所 ナガサト太陽クリニック 金沢市

85 診療所 医療法人中嶋医院 金沢市

86 診療所 畷形成外科医院 金沢市

87 診療所 西村内科医院 金沢市

88 診療所 野口内科クリニック 金沢市

89 診療所 早川浩之の内科医院 金沢市

90 診療所 平松医院 金沢市

91 診療所 福久クリニック 金沢市

92 診療所 医療法人社団北斗松田小児科医院 金沢市

93 診療所 医療法人社団三恵会的場医院 金沢市

94 診療所 医療法人社団みひらRクリニック 金沢市

95 診療所 もみの木醫院 金沢市

96 診療所 もりやま越野医院 金沢市

97 診療所 山田内科クリニック 金沢市

98 診療所 横浜外科整形外科医院 金沢市

99 診療所 わかくさ　ホームケアクリニック 金沢市

100 診療所 医療法人社団わかさ内科クリニック 金沢市

101 診療所 わかば内科クリニック 金沢市

102 診療所 医療法人社団　紺谷医院 かほく市

103 診療所 医療法人社団　明窓会　なかお医院 かほく市

104 診療所 おきの内科医院 かほく市

105 診療所 医療法人社団洋和会川北温泉クリニック 川北町

106 診療所 医療法人社団　勝木会　芦城クリニック 小松市

107 診療所 医療法人社団　みなとクリニック 小松市

108 診療所 医療法人社団丹生会まだら園クリニック 小松市



NO 施設区分 施設名称 地域

109 診療所 医療法人社団福村医院 小松市

110 診療所 医療法人社団見郷会見谷内科医院 小松市

111 診療所 勝木医院 小松市

112 診療所 医療法人社団仁志会　上小松クリニック 小松市

113 診療所 きたむら内科クリニック 小松市

114 診療所 楠野医院 小松市

115 診療所 社団法人　石川勤労者医療協会　小松みなみ診療所 小松市

116 診療所 さたけ内科クリニック 小松市

117 診療所 医療法人社団　田谷会　田谷泌尿器科医院 小松市

118 診療所 林内科医院 小松市

119 診療所 本田内科クリニック 小松市

120 診療所 湯浅医院 小松市

121 診療所 木島脳神経外科クリニック 津幡町

122 診療所 さかきばら内科医院 津幡町

123 診療所 医療法人社団　とみたクリニック 野々市市

124 診療所 医療法人社団　ののいち白山醫院 野々市市

125 診療所 医療法人社団大倉外科医院 野々市市

126 診療所 医療法人社団辻川会つじ川内科クリニック 野々市市

127 診療所 喜多内科医院 野々市市

128 診療所 医療法人社団　舩木医院 野々市市

129 診療所 アイリスメディカルクリニック 能美市

130 診療所 医療法人社団　アイ・アンド・アイ　たつのくちクリニック 能美市

131 診療所 医療法人社団　きだ整形外科クリニック 能美市

132 診療所 医療法人社団　泉之杉会　にしかわクリニック 能美市

133 診療所 医療法人社団　村本内科胃腸科医院 能美市

134 診療所 徳久医院 能美市

135 診療所 ながた内科クリニック 能美市

136 診療所 松田内科クリニック 能美市

137 診療所 みもうクリニック 能美市

138 診療所 柳瀬医院 能美市

139 診療所 井村内科医院 白山市

140 診療所 医療法人　輝秀会　ただなわ整形外科クリニック 白山市

141 診療所 医療法人社団　有川整形外科医院 白山市

142 診療所 医療法人社団　いのくち内科医院 白山市

143 診療所 医療法人社団　新内科医院 白山市

144 診療所 医療法人社団聖来美クリニック　聖来美クリニック 白山市

145 診療所 医療法人社団　長尾医院 白山市

146 診療所 医療法人社団　ながしまクリニック 白山市

147 診療所 医療法人社団　ホスピィー河内　うらた医院 白山市

148 診療所 医療法人社団　矢ケ崎外科医院 白山市

149 診療所 医療法人社団北村内科医院 白山市

150 診療所 織田内科クリニック 白山市

151 診療所 さなだクリニック 白山市

152 診療所 せいだクリニック 白山市

153 診療所 谷内科歯科クリニック 白山市

154 診療所 ちくだ医院 白山市

155 診療所 津山クリニック 白山市

156 診療所 中島内科医院 白山市

157 診療所 白山石川医療企業団吉野谷診療所 白山市

158 診療所 福留クリニック 白山市

159 診療所 医療法人社団　松葉外科胃腸科クリニック 白山市

160 診療所 安原医院 白山市

161 診療所 やなぎ内科クリニック 白山市

162 介護療養型医療施設 医療法人社団浅ノ川千木病院 金沢市

163 介護療養型医療施設 林病院 金沢市
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164 介護療養型医療施設 藤井脳神経外科病院 金沢市

165 介護療養型医療施設 安田内科病院 金沢市

166 介護療養型医療施設 医療法人社団　芙蓉会　二ツ屋病院 かほく市

167 介護療養型医療施設 国民健康保険能美市立病院 能美市

168 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム　加賀中央慈妙院 加賀市

169 介護老人保健施設 葵の園・丘の上 加賀市

170 介護老人保健施設 介護老人保健施設　加賀中央メディケアホーム 加賀市

171 介護老人保健施設 介護老人保健施設　加賀のぞみ園 加賀市

172 介護老人保健施設 医療法人社団慈豊会　加賀温泉ケアセンター 加賀市

173 介護老人保健施設 山中温泉しらさぎ苑 加賀市

174 介護老人保健施設 医療機関併設型小規模介護老人保健施設あんやと 金沢市

175 介護老人保健施設 介護老人保健施設　あっぷる 金沢市

176 介護老人保健施設 福久ケアセンター 金沢市

177 介護老人保健施設 みらいのさと太陽 金沢市

178 介護老人保健施設 老人保健施設　なでしこの丘 金沢市

179 介護老人保健施設 あんじん川北 川北町

180 介護老人保健施設 医療法人社団　田谷会　介護老人保健施設　グリンポート小松 小松市

181 介護老人保健施設 介護老人保健施設レイクサイド木場 小松市

182 介護老人保健施設 老人保健施設まだら園 小松市

183 介護老人保健施設 あんじん 野々市市

184 介護老人保健施設 介護老人保健施設　手取の里 能美市

185 介護老人保健施設 能美市介護老人保健施設はまなすの丘 能美市

186 介護老人保健施設 介護老人保健施設　千代野苑 白山市

187 介護老人保健施設 介護老人保健施設なごみ苑 白山市

188 居宅介護支援事業所 内灘町社会福祉協議会居宅介護支援事業所 内灘町

189 居宅介護支援事業所 こすもす居宅介護支援事業所 内灘町

190 居宅介護支援事業所 医療法人社団慈豊会　加賀温泉ケアセンター居宅介護支援事業所 加賀市

191 居宅介護支援事業所 丘の上居宅介護支援事業所 加賀市

192 居宅介護支援事業所 加賀のぞみ園居宅介護支援事業所 加賀市

193 居宅介護支援事業所 さわらび福祉会やまなか 加賀市

194 居宅介護支援事業所 うめばちすずみ 金沢市

195 居宅介護支援事業所 オークス株式会社ライフケア事業部金沢 金沢市

196 居宅介護支援事業所 介護応援団みんなのいえ 金沢市

197 居宅介護支援事業所 介護相談センターふれあい（城北） 金沢市

198 居宅介護支援事業所 介護保険相談センター　金沢やすだ 金沢市

199 居宅介護支援事業所 金沢朱鷺の苑居宅介護支援事務所 金沢市

200 居宅介護支援事業所 金沢西居宅介護支援センター（金沢西病院内） 金沢市

201 居宅介護支援事業所 株式会社　生きがい工房　居宅介護支援事業所たいむ 金沢市

202 居宅介護支援事業所 介護支援事業所「医療生協」 金沢市

203 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　ありまつ 金沢市

204 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　けいあい 金沢市

205 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所「やわらぎ」 金沢市

206 居宅介護支援事業所 ケアプラン金沢健康企画 金沢市

207 居宅介護支援事業所 健生クリニック介護相談センター 金沢市

208 居宅介護支援事業所 特定非営利活動法人サポート２４居宅介護支援事業所「ゆとり」 金沢市

209 居宅介護支援事業所 社会福祉法人北伸福祉会　あいびす居宅介護支援事業所 金沢市

210 居宅介護支援事業所 すずみが丘介護センター 金沢市

211 居宅介護支援事業所 そよ風ケアプラン 金沢市

212 居宅介護支援事業所 中央金沢朱鷺の苑居宅介護支援事業所 金沢市

213 居宅介護支援事業所 なでしこの丘　居宅介護支援事業所 金沢市

214 居宅介護支援事業所 ニチイケアセンター大額 金沢市

215 居宅介護支援事業所 ハッピー金沢西居宅介護支援事務所 金沢市

216 居宅介護支援事業所 東山居宅介護支援事業所 金沢市

217 居宅介護支援事業所 ふぉーりーふ居宅介護支援事業所 金沢市

218 居宅介護支援事業所 福久居宅介護支援事業所 金沢市
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219 居宅介護支援事業所 南ヶ丘居宅介護支援事業所 金沢市

220 居宅介護支援事業所 芙蓉会居宅介護支援センター かほく市

221 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　前沢薬局 小松市

222 居宅介護支援事業所 居宅介護支援センター　グリンポート小松 小松市

223 居宅介護支援事業所 居宅介護支援センター　田谷医院 小松市

224 居宅介護支援事業所 居宅介護支援センターレイクサイド木場 小松市

225 居宅介護支援事業所 やわた居宅介護支援事業所 小松市

226 居宅介護支援事業所 ケアパートナー野々市 野々市市

227 居宅介護支援事業所 医療法人社団泉之杉会　居宅介護支援事業所　　なのはな畑 能美市

228 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所　ボニュール根上苑 能美市

229 居宅介護支援事業所 居宅介護支援事業所たんぽぽ 能美市

230 居宅介護支援事業所 国民健康保険能美市立病院 能美市

231 居宅介護支援事業所 デイサービス灯（あかり）　居宅介護支援事業所 能美市

232 居宅介護支援事業所 寺井病院・手取の里　介護総合相談センター 能美市

233 居宅介護支援事業所 河内ケアプランニング浦田 白山市

234 居宅介護支援事業所 公立つるぎ病院 白山市

235 居宅介護支援事業所 新内科医院 白山市

236 居宅介護支援事業所 白山鶴来訪問看護ステーション居宅介護支援事業所 白山市

237 居宅介護支援事業所 白山松任訪問看護ステーション居宅介護支援事業所 白山市

238 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホーム　きょうまち 加賀市

239 小規模多機能型居宅介護事業所 おたっしゃホーム城北　小規模多機能型居宅介護事業所 金沢市

240 小規模多機能型居宅介護事業所 小規模多機能ホーム　梧 金沢市

241 小規模多機能型居宅介護事業所 トオの家　二俣 金沢市

242 小規模多機能型居宅介護事業所 まほろば四十万 金沢市

243 小規模多機能型居宅介護事業所 ケアホーム杜の郷　能美 能美市

244
短期入所生活介護施設
（介護老人保健施設）

おたっしゃホーム城北　短期入所生活介護 金沢市

245
短期入所生活介護施設
（介護老人保健施設）

社会福祉法人まほろば　まほろば四十万 金沢市

246
短期入所生活介護施設
（介護老人保健施設）

ショートステイ健康企画南新保 金沢市

247
短期入所生活介護施設
（介護老人保健施設）

さわらび　ショートステイ 小松市

248 短期入所療養介護施設 介護老人保健施設　加賀のぞみ園　ショートステイ 加賀市

249 短期入所療養介護施設 山中温泉しらさぎ苑 加賀市

250 短期入所療養介護施設 介護老人保健施設　手取の里 能美市

251
地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護事業所
けんろく苑 金沢市

252
地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護事業所
まほろば四十万 金沢市

253 通所リハビリテーション事業所 医療法人社団　加賀白山会　板谷医院 通所リハビリテーション事業所 加賀市

254 通所リハビリテーション事業所 医療法人社団慈豊会　加賀温泉ケアセンター 加賀市

255 通所リハビリテーション事業所 介護老人保健施設　加賀中央メディケアホーム 加賀市

256 通所リハビリテーション事業所 加賀のぞみ園通所リハビリテーションセンター 加賀市

257 通所リハビリテーション事業所 シルバーユートピア丘の上 加賀市

258 通所リハビリテーション事業所 通所リハビリテーション事業所　ケアリス太陽 加賀市

259 通所リハビリテーション事業所 山中温泉しらさぎ苑通所リハビリテーション事業所 加賀市

260 通所リハビリテーション事業所 あっぷる通所リハビリテーション事務所 金沢市

261 通所リハビリテーション事業所 医療法人社団　博洋会　藤井脳神経外科病院 金沢市

262 通所リハビリテーション事業所 医療法人社団浅ノ川千木病院 金沢市

263 通所リハビリテーション事業所 金沢有松病院デイケアセンター 金沢市

264 通所リハビリテーション事業所 金沢赤十字通所リハビリテーション 金沢市

265 通所リハビリテーション事業所 金沢西デイケアセンター 金沢市

266 通所リハビリテーション事業所 上荒屋クリニック通所リハビリテーション 金沢市

267 通所リハビリテーション事業所 城北クリニック 金沢市

268 通所リハビリテーション事業所 すずみが丘病院通所リハビリテーション 金沢市

269 通所リハビリテーション事業所 整形外科米澤病院 金沢市

270 通所リハビリテーション事業所 通所リハビリテーション　てまり 金沢市



NO 施設区分 施設名称 地域

271 通所リハビリテーション事業所 通所リハビリテーション　ひまわり 金沢市

272 通所リハビリテーション事業所 デイケアみんま 金沢市

273 通所リハビリテーション事業所 福久ケアセンター 金沢市

274 通所リハビリテーション事業所 南ヶ丘病院別館 金沢市

275 通所リハビリテーション事業所 みらいのさと太陽 金沢市

276 通所リハビリテーション事業所 安田内科病院デイケアセンター 金沢市

277 通所リハビリテーション事業所 老人保健施設　なでしこの丘 金沢市

278 通所リハビリテーション事業所 あんじん川北通所リハビリテーション 川北町

279 通所リハビリテーション事業所 介護予防通所リハビリテーションやわた健康スタジオ 小松市

280 通所リハビリテーション事業所 介護老人保健施設　グリンポート小松 小松市

281 通所リハビリテーション事業所 介護老人保健施設　レイクサイド木場 小松市

282 通所リハビリテーション事業所 通所リハビリセンターおれんじ 小松市

283 通所リハビリテーション事業所 デイケア上小松 小松市

284 通所リハビリテーション事業所 みたに通所リハビリテーション 小松市

285 通所リハビリテーション事業所 芦城クリニック　健康スタジオ 小松市

286 通所リハビリテーション事業所 芦城クリニック 小松市

287 通所リハビリテーション事業所 あんじんデイケアセンター 野々市市

288 通所リハビリテーション事業所 介護老人保健施設　手取の里 能美市

289 通所リハビリテーション事業所 デイケアはあとん 能美市

290 通所リハビリテーション事業所 有川整形外科医院通所リハビリテーション松任八ツ矢 白山市

291 通所リハビリテーション事業所 河内うらた医院アイビーハウス 白山市

292 通所リハビリテーション事業所 公立つるぎ病院　通所リハビリテーションセンター 白山市

293 通所リハビリテーション事業所 なごみデイケアセンター 白山市

294 通所介護事業所 さわらび福祉会やまなか 加賀市

295 通所介護事業所 山代デイサービスセンター 加賀市

296 通所介護事業所 うめばちすずみ 金沢市

297 通所介護事業所 うらうら 金沢市

298 通所介護事業所 駅西デイサービス金沢健康企画 金沢市

299 通所介護事業所 金沢西コンディショニングセンター 金沢市

300 通所介護事業所 金沢フィジオセンター 金沢市

301 通所介護事業所 金沢南コンディショニングセンター 金沢市

302 通所介護事業所 くらつきデイサービススマイルアクア館 金沢市

303 通所介護事業所 城北クリニック 金沢市

304 通所介護事業所 ディーサービスうちここ 金沢市

305 通所介護事業所 デイサービス健康企画　南新保 金沢市

306 通所介護事業所 デイサービスみんなのいえ 金沢市

307 通所介護事業所 馬場デイサービスセンター東山苑 金沢市

308 通所介護事業所 プラトーケアセンター金沢中央増泉店 金沢市

309 通所介護事業所 プラトーケアセンター金沢西 金沢市

310 通所介護事業所 プラトーリハセンター北安江２号店 金沢市

311 通所介護事業所 吉原温泉デイサービスセンター魁 金沢市

312 通所介護事業所 小松みなみ診療所 小松市

313 通所介護事業所 通所介護やわたデイスタジオ 小松市

314 通所介護事業所 リハビリ長寿　上小松道場 小松市

315 通所介護事業所 リハビリ長寿　かるみ道場 小松市

316 通所介護事業所 リハビリ長寿　小松みなみ道場 小松市

317 通所介護事業所 リハビリ長寿　稚松道場 小松市

318 通所介護事業所 ケアパートナー野々市 野々市市

319 通所介護事業所 デイサービスセンター　茜 野々市市

320 通所介護事業所 デイサービスそよ風 野々市市

321 通所介護事業所 プラトーリハセンター野々市１号店 野々市市

322 通所介護事業所 プラトーリハセンター寺井３号店 能美市

323 通所介護事業所 リハビリ長寿　いきいき道場 能美市

324 通所介護事業所 リハビリ長寿　九谷道場 能美市

325 通所介護事業所 白山コンディショニングセンター 白山市



NO 施設区分 施設名称 地域

326 通所介護事業所 白山ヘルスセンター 白山市

327 認知症対応型共同生活介護 グループホーム葵の園・じざい 加賀市

328 認知症対応型共同生活介護 グループホーム葵の園・東町 加賀市

329 認知症対応型共同生活介護 グループホームまどい 加賀市

330 認知症対応型共同生活介護 高齢者グループホーム　いこいの家 加賀市

331 認知症対応型共同生活介護 グループホーム　暁 金沢市

332 認知症対応型共同生活介護 グループホーム・小規模多機能居宅介護かないわ 金沢市

333 認知症対応型共同生活介護 グループホーム夢の里すみよし 金沢市

334 認知症対応型共同生活介護 グループホーム　たかまつ かほく市

335 認知症対応型共同生活介護 グループホームいきいき長寿 小松市

336 認知症対応型共同生活介護 松寿園グループホームそよ風 小松市

337 認知症対応型共同生活介護 グループホーム　わきあい愛 珠洲市

338 認知症対応型共同生活介護 グループホーム１・２・ＳＵＮ 津幡町

339 認知症対応型共同生活介護 ぐるーぷほーむかえで 津幡町

340 認知症対応型共同生活介護 グループホーム　めいりんの里 野々市市

341 認知症対応型共同生活介護 ぐるうぷほうむ杜の郷てらい 能美市

342 認知症対応型共同生活介護 ぐるーぷほーむ杜の郷　能美 能美市

343 認知症対応型共同生活介護 グループホーム　ほたる 白山市

344 認知症対応型共同生活介護 グループホーム夕凪 能登町

345 認知症対応型共同生活介護 グループホームぽかぽか 能登町

346 認知症対応型共同生活介護 グループホーム押水 宝達志水町

347 認知症対応型共同生活介護 グループホーム志雄 宝達志水町

348 認知症対応型通所介護事業所 認知症対応型通所介護　オレンジの家 金沢市

349 訪問リハビリテーション事業所 加賀温泉ケアセンター 加賀市

350 訪問リハビリテーション事業所 医療法人社団浅ノ川千木病院 金沢市

351 訪問リハビリテーション事業所 上荒屋クリニック訪問リハビリテーション 金沢市

352 訪問リハビリテーション事業所 敬愛病院 金沢市

353 訪問リハビリテーション事業所 城北クリニック 金沢市

354 訪問リハビリテーション事業所 すずみが丘病院訪問リハビリテーション 金沢市

355 訪問リハビリテーション事業所 整形外科米澤病院 金沢市

356 訪問リハビリテーション事業所 福久クリニック 金沢市

357 訪問リハビリテーション事業所 訪問看護ステーションにじ 金沢市

358 訪問リハビリテーション事業所 南ヶ丘病院別館 金沢市

359 訪問リハビリテーション事業所 南ヶ丘病院訪問リハビリテーション 金沢市

360 訪問リハビリテーション事業所 二ツ屋病院 かほく市

361 訪問リハビリテーション事業所 東病院 小松市

362 訪問リハビリテーション事業所 ヘルパーステーションやわた 小松市

363 訪問リハビリテーション事業所 あんじん 野々市市

364 訪問リハビリテーション事業所 医療法人社団　きだ整形外科クリニック 能美市

365 訪問リハビリテーション事業所 介護老人保健施設　手取の里 能美市

366 訪問リハビリテーション事業所 もりした通所・訪問リハビリテーション　すたあと 能美市

367 訪問リハビリテーション事業所 公立つるぎ病院 白山市

368 訪問介護事業所 内灘町社会福祉協議会訪問介護事業所 内灘町

369 訪問介護事業所 丘の上訪問介護事業所 加賀市

370 訪問介護事業所 加賀のぞみ園ホームヘルパーステーション 加賀市

371 訪問介護事業所 さわらび福祉会やまなか 加賀市

372 訪問介護事業所 サポート２４ 金沢市

373 訪問介護事業所 ハッピー金沢西ヘルパーステーション 金沢市

374 訪問介護事業所 ヘルパーステーションあおぞら 金沢市

375 訪問介護事業所 ヘルパーステーションあさひ 金沢市

376 訪問介護事業所 ヘルパーステーションたんぽぽ 金沢市

377 訪問介護事業所 ヘルパーステーションつくしんぼ 金沢市

378 訪問介護事業所 訪問介護　金沢健康企画 金沢市

379 訪問介護事業所 訪問介護事業所　たいむ 金沢市

380 訪問介護事業所 訪問介護事業所　ヘルパーステーションひがしやま 金沢市



NO 施設区分 施設名称 地域

381 訪問介護事業所 南ヶ丘ヘルパーステーション 金沢市

382 訪問介護事業所 もものはな訪問介護 金沢市

383 訪問介護事業所 アリシスヘルパーステーション 小松市

384 訪問介護事業所 ヘルパーステーション　そよ風 野々市市

385 訪問介護事業所 医療法人社団泉之杉会　訪問介護ステーション　なのはな畑 能美市

386 訪問看護事業所 こすもす訪問看護ステーション 内灘町

387 訪問看護事業所 さわらび福祉会やまなか 加賀市

388 訪問看護事業所 訪問看護ステーション加賀 加賀市

389 訪問看護事業所 金沢赤十字訪問看護ステーション 金沢市

390 訪問看護事業所 こすもす訪問看護ステーション金沢 金沢市

391 訪問看護事業所 済生会金沢訪問看護ステーション 金沢市

392 訪問看護事業所 社団法人石川勤労者医療協会訪問看護ステーションすみれ 金沢市

393 訪問看護事業所 整形外科米澤病院訪問看護 金沢市

394 訪問看護事業所 訪問看護金沢健康企画 金沢市

395 訪問看護事業所 訪問看護ステーション　つくし 金沢市

396 訪問看護事業所 訪問看護ステーション　にじ 金沢市

397 訪問看護事業所 訪問看護ステーション　フォレスト 金沢市

398 訪問看護事業所 訪問看護ステーションありまつ 金沢市

399 訪問看護事業所 訪問看護ステーションビーナス 金沢市

400 訪問看護事業所 南ヶ丘病院別館 金沢市

401 訪問看護事業所 有限会社ケアパック石川　リハビリ訪問看護ステーション 金沢市

402 訪問看護事業所 東病院 小松市

403 訪問看護事業所 訪問看護ステーション小松 小松市

404 訪問看護事業所 訪問看護ステーションゆきあい 小松市

405 訪問看護事業所 訪問看護ステーションリハケアやわた（やわたメディカルセンター） 小松市

406 訪問看護事業所 医療法人社団泉之杉会にしかわクリニック 能美市

407 訪問看護事業所 訪問看護事業所たんぽぽ 能美市

408 訪問看護事業所 新内科医院 白山市

409 訪問看護事業所 白山鶴来訪問看護ステーション 白山市

410 訪問看護事業所 白山松任訪問看護ステーション 白山市

411 訪問入浴介護事業所 訪問入浴サービス　湯ったり 加賀市

412 訪問入浴介護事業所 オークス株式会社 金沢市

413 有料老人ホーム マザーシップ浅野本町 金沢市

414 有料老人ホーム ロンサンウォール 金沢市

415 有料老人ホーム ウエルネスかねの 小松市

416 有料老人ホーム 老人ホーム　アリシス上小松 小松市

417 有料老人ホーム 老人ホーム　長寿の別荘そのまち 小松市

418 有料老人ホーム 介護付有料老人ホームスーパーびゅー蓮花寺 野々市市

419 有料老人ホーム 住宅型有料老人ホームひなの家 野々市市

420 有料老人ホーム 老人ﾎｰﾑ　長寿村　九谷 能美市

421 療養通所介護事業所 南ヶ丘病院別館 金沢市

422 予防訪問リハビリテーション事業所 公立つるぎ病院 白山市

423 患者送迎サービス事業所 オークス株式会社ライフケア事業部金沢 金沢市

424 特定福祉用具販売事業者 オークス株式会社 金沢市

425 特定福祉用具販売事業者 株式会社　ハンディーエイド 白山市

426 福祉用具貸与事業所 オークス株式会社 金沢市

427 福祉用具貸与事業所 株式会社　ビースタイルケア　福祉用具事業部 金沢市

428 福祉用具貸与事業所 有限会社さわやか金沢 金沢市

429 福祉用具貸与事業所 株式会社　ハンディーエイド 白山市

430 その他 あおぞら薬局山代店 加賀市

431 その他 あおぞら薬局鞍月店 金沢市

432 その他 あおぞら薬局森本店 金沢市

433 その他 あおぞら薬局橋場町店 金沢市

434 その他 あおぞら薬局三馬店 金沢市

435 その他 あおぞら薬局広岡店 金沢市
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436 その他 あおぞら薬局金沢駅西口店 金沢市

437 その他 あおぞら薬局スクエア香林坊店 金沢市

438 その他 あおぞら薬局若草店 金沢市

439 その他 あおぞら薬局アイリス店 金沢市

440 その他 アカンサス薬局 金沢市

441 その他 あおぞら薬局中央通町店 金沢市

442 その他 あおぞら薬局平和町店 金沢市

443 その他 あおぞら薬局香林坊店 金沢市

444 その他 あおぞら薬局無量寺店 金沢市

445 その他 あおぞら薬局泉が丘店 金沢市

446 その他 あおぞら薬局矢木店 金沢市

447 その他 グランファルマ株式会社 金沢市

448 その他 てまり古府薬局 金沢市

449 その他 てまり西泉薬局 金沢市

450 その他 むさしまち薬局 金沢市

451 その他 あおぞら薬局小馬出店 小松市

452 その他 あおぞら薬局小松店 小松市

453 その他 あおぞら薬局軽海店 小松市

454 その他 てまり下牧薬局 小松市

455 その他 てまり南部薬局 小松市

456 その他 あおぞら薬局津幡店 津幡町

457 その他 あおぞら薬局徳田店 七尾市

458 その他 あおぞら薬局府中店 七尾市

459 その他 あおぞら薬局七尾駅前店 七尾市

460 その他 あおぞら薬局石崎店 七尾市

461 その他 あおぞら薬局中島店 七尾市

462 その他 あおぞら薬局小丸山台店 七尾市

463 その他 あおぞら薬局万行店 七尾市

464 その他 ふじはしまち薬局 七尾市

465 その他 あおぞら薬局押野店 野々市市

466 その他 あおぞら薬局野々市店 野々市市

467 その他 てまり野々市薬局 野々市市

468 その他 てまり辰口薬局 能美市

469 その他 てまり薬局 能美市

470 その他 あおぞら薬局福留町店 白山市

471 その他 あおぞら薬局輪島店 輪島市

472 その他 あおぞら薬局剱地店 輪島市

473 その他 あおぞら薬局鶴多店 羽咋市

474 その他 あおぞら薬局富来店 志賀町

475 その他 なかのとまち薬局 中能登町

476 その他 あおぞら薬局宇出津店 能登町


