
事業所 法人等 ＴＥＬ 郵便番号 住所

あいの郷 社会福祉法人悠久会 76-2520 771-2305 三好市三野町太刀野6番地14

デイサービスセンターあいの郷 社会福祉法人悠久会 76-2525 771-2305 三好市三野町太刀野6番地14

グループホームあいの郷 社会福祉法人悠久会 76-2526 771-2305 三好市三野町太刀野6番地14

株式会社幸の和 株式会社幸の和 76-2877 771-2304 三好市三野町芝生893番地2

株式会社幸の和 株式会社幸の和 76-2877 771-2304 三好市三野町芝生893番地2

株式会社幸の和 株式会社幸の和 76-2877 771-2304 三好市三野町芝生892番地2

三野田中病院 医療法人三野田中病院 77-2300 771-2304 三好市三野町芝生1242番地6

三野田中病院 医療法人三野田中病院 77-2300 771-2304 三好市三野町芝生1242番地6

三野田中病院 医療法人三野田中病院 77-2300 771-2304 三好市三野町芝生1242番地6

みのだ在宅介護支援センター 社会福祉法人三美厚生団 78-2266 779-4801 三好市井川町片山222番地

みのだデイサービスセンター 社会福祉法人三美厚生団 78-4000 779-4801 三好市井川町大佐古20番地1

みのだ苑ショートステイ（介護のみ） 社会福祉法人三美厚生団 78-3011 779-4801 三好市井川町片山222番地

みのだ苑介護予防ショートステイ（介護予防のみ）社会福祉法人三美厚生団 78-3011 779-4801 三好市井川町片山222番地

特別養護老人ホームみのだ苑 社会福祉法人三美厚生団 78-3011 779-4801 三好市井川町片山222番地

みのだデイサービスセンターひだまり 社会福祉法人三美厚生団 78-4000 779-4801 三好市井川町大佐古20番地1

健生西部診療所 徳島健康生活協同組合 78-2292 779-4803 三好市井川町吉岡127番地2

健生虹の家 徳島健康生活協同組合 72-1011 778-0003 三好市池田町サラダ1877番地1

西部健生訪問看護ステーション 徳島健康生活協同組合 76-3716 779-4803 三好市井川町吉岡161番地1

山城健生訪問看護ステーション 徳島健康生活協同組合 76-6455 779-5304 三好市山城町大川持字中ハシ583番地4

健生西部診療所デイサービスなでしこ 徳島健康生活協同組合 78-2292 779-4803 三好市井川町吉岡127番地2

健生西部診療所 徳島健康生活協同組合 78-2292 779-4803 三好市井川町吉岡127番地2

永楽荘第一在宅介護支援センター 社会福祉法人池田博愛会 74-0700 779-5161 三好市池田町中西マルバタケ1676番地2

永楽荘在宅介護支援センター 社会福祉法人池田博愛会 72-6003 778-0020 三好市池田町州津西ノ久保273番地1

永楽荘在宅介護支援センター 社会福祉法人池田博愛会 72-6003 778-0020 三好市池田町州津西ノ久保273番地1

永楽荘デイサービスセンター月 社会福祉法人池田博愛会 72-3350 778-0020 三好市池田町州津西ノ久保273番地1

永楽荘デイサービスセンター星 社会福祉法人池田博愛会 74-6050 779-5251 三好市池田町白地本名165番地2

特別養護老人ホーム永楽荘 社会福祉法人池田博愛会 72-2700 778-0020 三好市池田町州津西ノ久保291番地1

特別養護老人ホーム永楽荘 社会福祉法人池田博愛会 72-2700 778-0020 三好市池田町州津西ノ久保291番地1

永楽荘デイサービスセンター太陽 社会福祉法人池田博愛会 72-2700 778-0020 三好市池田町州津西ノ久保291番地1

小規模多機能ホーム弥生 社会福祉法人池田博愛会 72-0841 778-0020 三好市池田町州津藤ノ井372番地3

三好市ケアプランセンター 社会福祉法人三好市社会福祉協議会 72-5745 778-0003 三好市池田町マチ2183番地

三好市西部ケアプランセンター 社会福祉法人三好市社会福祉協議会 87-2088 778-0101 三好市西祖谷山村一宇343番地4

みよし地域包括支援センター 社会福祉法人三好市社会福祉協議会 72-5877 778-0002 三好市池田町マチ2183番地

三好市ヘルパーステーション 社会福祉法人三好市社会福祉協議会 72-5745 778-0002 三好市池田町マチ2183番地

三好市西部ヘルパーステーション 社会福祉法人三好市社会福祉協議会 87-2088 778-0101 三好市西祖谷山村一宇343番地4

三好市西部訪問入浴サービス 社会福祉法人三好市社会福祉協議会 87-2088 778-0101 三好市西祖谷山村一宇343番地4

三好市訪問入浴サービス 社会福祉法人三好市社会福祉協議会 72-5745 778-0002 三好市池田町マチ2183番地

訪問看護ステーションやまぶき 社会福祉法人三好市社会福祉協議会 76-8533 778-0101 三好市西祖谷山村一宇422番地4

紅葉温泉デイサービスセンター 社会福祉法人三好市社会福祉協議会 77-4070 771-2302 三好市三野町加茂野宮1803番地11



事業所 法人等 ＴＥＬ 郵便番号 住所

西祖谷デイサービスセンター 社会福祉法人三好市社会福祉協議会 87-2088 778-0101 三好市西祖谷山村一宇343番地1

東祖谷デイサービスセンター 社会福祉法人三好市社会福祉協議会 88-2688 778-0204 三好市東祖谷京上14番地3

三好市福祉用具貸与サービス 社会福祉法人三好市社会福祉協議会 78-3140 779-4801 三好市井川町辻100番地2

三好市福祉用具サービス 社会福祉法人三好市社会福祉協議会 72-5745 778-0002 三好市池田町マチ2183番地

村山内科指定居宅介護支援事業所 医療法人村山内科 72-7270 778-0003 三好市池田町サラダ1795番地1

村山内科 医療法人村山内科 72-2110 778-0003 三好市池田町サラダ1795番地1

村山内科デイサービスセンター 医療法人村山内科 72-2900 778-0003 三好市池田町サラダ1792番地1

村山内科 医療法人村山内科 72-2110 778-0003 三好市池田町サラダ1795番地1

村山内科 医療法人村山内科 72-2110 778-0003 三好市池田町サラダ1795番地1

グループホーム陽だまりの家池田 医療法人村山内科 76-0177 778-0012 三好市池田町イケミナミ1949番地

グループホーム愛 医療法人村山内科 72-5789 778-0003 三好市池田町サラダ1792番地1

介護福祉センターライフ・アップ 有限会社介護福祉センターライフ・アップ 72-8181 778-0013 三好市池田町シンヤマ3509番地5

介護福祉センターライフ・アップ 有限会社介護福祉センターライフ・アップ 72-8181 778-0013 三好市池田町シンヤマ3509番地5

介護福祉センターライフ・アップ 有限会社介護福祉センターライフ・アップ 72-8181 778-0013 三好市池田町シンヤマ3509番地5

北條ホスピタルサービス 有限会社北條ホスピタルサービス 72-6177 778-0002 三好市池田町マチ2526番地7

北條病院 北條　文彦 72-0007 778-0002 三好市池田町マチ2526番地7

北條病院 北條　文彦 72-0007 778-0002 三好市池田町マチ2526番地7

山城荘在宅介護支援センター 社会福祉法人山城会 84-1171 779-5451 三好市山城町西宇1227番地4

山城会ホームヘルパーステーション 社会福祉法人山城会 84-1171 779-5451 三好市山城町西宇1227番地4

山城会訪問入浴サービス（介護のみ） 社会福祉法人山城会 84-1171 779-5451 三好市山城町西宇1227番地4

山城会デイサービスセンター 社会福祉法人山城会 84-1171 779-5451 三好市山城町西宇1227番地4

山城会デイサービスセンター大野 社会福祉法人山城会 86-2661 779-5333 三好市山城町大野字大寺508番地2

特別養護老人ホーム山城荘 社会福祉法人山城会 84-1177 779-5451 三好市山城町西宇1227番地4

特別養護老人ホーム山城荘 社会福祉法人山城会 84-1177 779-5451 三好市山城町西宇1227番地4

健祥会イントロセンターウエスト 社会福祉法人健祥会 82-3911 779-4703 三好郡東みよし町中庄1653番地1

特別養護老人ホーム健祥会清盛 社会福祉法人健祥会 88-5611 778-0205 三好市東祖谷古味36番地1

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ 社会福祉法人健祥会 82-3711 779-4703 三好郡東みよし町中庄1653番地1

デイサービスセンターバタフライ 社会福祉法人健祥会 82-3601 779-4703 三好郡東みよし町中庄1653番地1

老人保健施設健祥会シェーンブルン 社会福祉法人健祥会 82-6200 779-4703 三好郡東みよし町中庄1369番地1

特別養護老人ホーム健祥会清盛 社会福祉法人健祥会 88-5611 778-0205 三好市東祖谷古味36番地1

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ 社会福祉法人健祥会 82-3711 779-4703 三好郡東みよし町中庄1653番地1

老人保健施設健祥会シェーンブルン 社会福祉法人健祥会 82-6200 779-4703 三好郡東みよし町中庄1369番地1

特別養護老人ホーム健祥会清盛 社会福祉法人健祥会 88-5611 778-0205 三好市東祖谷古味36番地1

特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ 社会福祉法人健祥会 82-3711 779-4703 三好郡東みよし町中庄1653番地1

老人保健施設健祥会シェーンブルン 社会福祉法人健祥会 82-6200 779-4703 三好郡東みよし町中庄1369番地1

東みよし町居宅介護支援事業所 社会福祉法人東みよし町社会福祉協議会 82-2020 779-4702 三好郡東みよし町西庄字横手70番地

東みよし町ホームヘルプセンター 社会福祉法人東みよし町社会福祉協議会 82-2020 779-4702 三好郡東みよし町西庄字横手70番地

東みよし町訪問入浴センター 社会福祉法人東みよし町社会福祉協議会 82-2020 779-4702 三好郡東みよし町西庄字横手70番地

東みよし町デイサービスセンターおおぐす荘社会福祉法人東みよし町社会福祉協議会 82-2020 779-4702 三好郡東みよし町西庄字横手70番地

東みよし町デイサービスセンターさざんか荘社会福祉法人東みよし町社会福祉協議会 79-5855 771-2502 三好郡東みよし町足代2979番地



事業所 法人等 ＴＥＬ 郵便番号 住所

みよし苑在宅介護支援センター 社会福祉法人徳島愛光会 79-3535 771-2501 三好郡東みよし町昼間77番地1

特別養護老人ホームみよし苑 社会福祉法人徳島愛光会 79-3636 771-2501 三好郡東みよし町昼間77番地1

特別養護老人ホームみよし苑 社会福祉法人徳島愛光会 79-3636 771-2501 三好郡東みよし町昼間77番地1

有限会社ケアサービス優心三好営業所 有限会社優心 79-5772 771-2502 三好郡東みよし町足代字イデノ上2088番地山口ハイツ3号室

有限会社ケアサービス優心三好営業所 有限会社優心 79-5772 771-2502 三好郡東みよし町足代字イデノ上2088番地山口ハイツ3号室

そよかぜ訪問介護ステーション 医療法人内田会 74-1110 779-5161 三好市池田町中西西原209番地1

内田医院 医療法人内田会 74-0121 779-5161 三好市池田町中西ナガウチ254番地3

老人保健施設ハピネス 医療法人内田会 74-1110 779-5161 三好市池田町中西ナガウチ254番地3

介護老人保健施設ハピネス 医療法人内田会 74-1110 779-5161 三好市池田町中西西原209番地1

介護老人保健施設ハピネス 医療法人内田会 74-1110 779-5161 三好市池田町中西西原209番地1

グループホーム「虹」 医療法人内田会 76-4655 779-5161 三好市池田町中西フロノタニ1446番地2

田岡医院デイサービスセンター 医療法人田岡会 72-5551 778-0005 三好市池田町シマ934番地1

老人保健施設すこやか 医療法人田岡会 72-5577 778-0005 三好市池田町シマ725番地1

メゾン阿波池田 医療法人田岡会 72-7272 778-0005 三好市池田町シマ717番地1

老人保健施設すこやか 医療法人田岡会 72-5577 778-0005 三好市池田町シマ725番地1

グループホームやまびこ 医療法人田岡会 72-5500 778-0005 三好市池田町シマ717番地1

三好市特別養護老人ホーム長生園 三好市 77-2153 771-2303 三好市三野町勢力768番地1

三好市特別養護老人ホーム長生園 三好市 77-2153 771-2303 三好市三野町勢力768番地1

介護老人保健施設ふれあい 医療法人清和会 76-2080 771-2302 三好市三野町加茂野宮東王地1509番地1

介護老人保健施設ふれあい 医療法人清和会 76-2080 771-2302 三好市三野町加茂野宮東王地1509番地1

グループホームふれあい三野 医療法人清和会 76-2285 771-2302 三好市三野町加茂野宮1551番地2

介護老人保健施設ハーモニー 医療法人秋田会 72-1069 778-0020 三好市池田町州津堂面218番地1

介護老人保健施設ハーモニー 医療法人秋田会 72-1069 778-0020 三好市池田町州津堂面218番地1

藤内整形外科病院 医療法人守章会 82-3677 779-4703 三好郡東みよし町中庄1011番地3

藤内整形外科病院 医療法人守章会 82-3677 779-4703 三好郡東みよし町中庄1011番地3

株式会社シーモス 株式会社シーモス 72-3688 778-0003 三好市池田町サラダ1811番地1

株式会社シーモス 株式会社シーモス 72-3688 778-0003 三好市池田町サラダ1811番地1

株式会社南海福祉事業部 株式会社南海 72-0853 778-0002 三好市池田町マチ2467番地4

株式会社南海福祉事業部 株式会社南海 72-0853 778-0002 三好市池田町マチ2467番地4

グループホームいこいの家 株式会社南海 82-1513 779-4703 三好郡東みよし町中庄801番地3

介護ショップひよこ 株式会社ひよこ 79-3876 771-2501 三好郡東みよし町足代1498番地1

介護ショップひよこ 株式会社ひよこ 79-3876 771-2501 三好郡東みよし町足代1498番地1

株式会社マナベ商事 株式会社マナベ商事 72-2121 778-0005 三好市池田町シマ876番地1

株式会社マナベ商事ダイキまなべ 株式会社マナベ商事 72-5588 778-8507 三好市池田町サラダ1768番地1

ファミリーハンドやましろ 株式会社ファミリーハンドやましろ 86-2771 779-5316 三好市山城町末貞753番地

三和ヘルパーステーション（介護のみ） 中央フーズ有限会社 77-2538 771-2304 三好市三野町芝生273番地1

株式会社池田タクシー（介護のみ） 株式会社池田タクシー 72-3740 778-0006 三好市池田町トウゲ145番地7

株式会社タツミサポート 株式会社タツミサポート 72-2105 778-0013 三好市池田町シンヤマ3842番地3

有限会社マダムエイド 有限会社マダムエイド 72-2770 778-0001 三好市池田町ウエノ2671番地11

有限会社川口タクシー（介護のみ） 有限会社川口タクシー 86-1221 779-5315 三好市山城町引地148番地4



事業所 法人等 ＴＥＬ 郵便番号 住所

ケアライフ悠和 合同会社悠和 86-1218 779-5503 三好市山城町下川244番地1

ケアセンターひばり 有限会社エヴィアン 82-1028 779-4701 三好郡東みよし町加茂1743番地2

ヘルスサービス「三加茂」 株式会社友愛 82-6556 779-4702 三好郡東みよし町西庄字安広8番地

訪問看護ステーションインプロ 有限会社インプロ 76-5320 771-2502 三好郡東みよし町足代1498番地1

ライフサポートセンター桜 企業組合労協センター事業団 77-3131 771-2301 三好市三野町清水1267番地

デイサービスセンターさくらの里 株式会社カノンコンサルティング 76-2078 771-2306 三好市三野町太刀野山3796番地

デイサービス「三加茂」 株式会社友和 82-6580 779-4702 三好郡東みよし町西庄字安広6番地

オータニ商事株式会社 オータニ商事株式会社 79-2257 771-2501 三好郡東みよし町昼間3506番地2

有限会社コミュニケーション　グループホームひばり有限会社コミュニケーション 78-4165 779-4806 三好市井川町西井川375番地

グループホーム正心 大西食品株式会社 78-2822 779-4803 三好市井川町吉岡141番地4

グループホーム空 特定非営利活動法人咲風会 74-1010 778-5251 三好市池田町白地ウマバ456番地

グループホームもみじ 特定非営利活動法人にしいや 76-8033 778-0105 三好市西祖谷山村西岡向110番地1

グループホームこころ 有限会社ケアサポート岡井 79-5577 771-2502 三好郡東みよし町足代1131番地


