
平成２９．８
和歌山市

法人名 事業所名 種別 〒 住所
① -1 社会福祉法人　わかうら会 特別養護老人ホーム　わかうら園 介護老人福祉施設 641-0061 和歌山市田野175番地
① -2 社会福祉法人　河西福祉会 特別養護老人ホーム　アンシアナトー 介護老人福祉施設 640-8422 和歌山市松江東1丁目7番25号
① -3 社会福祉法人　順風会 特別養護老人ホーム　君里苑 介護老人福祉施設 640-8453 和歌山市木ﾉ本1837-1
① -4 社会福祉法人　順風会 特別養護老人ホーム　ソンリッサ君里 介護老人福祉施設 640-0115 和歌山市つつじが丘5-3-2
① -5 社会福祉法人　紀伊松風苑 特別養護老人ホーム　紀伊松風苑　 介護老人福祉施設 640-8483 和歌山市園部1668番地の1
① -5-2 社会福祉法人　紀伊松風苑 紀伊松風苑デイサービスセンター 通所介護 640-8483 和歌山市園部1668番地の1
① -6 社会福祉法人　紀伊松風苑 救護施設　かつらぎ園 救護施設 640-8484 和歌山市園部366番地の1
① -7 社会福祉法人　紀伊松風苑 グループホーム　紀伊松風苑　ひだまりの家 認知症対応型共同生活介護 640-8483 和歌山市園部1637番2
① -8 社会福祉法人　すずらん会 わかやま苑 介護老人福祉施設 640-8151 和歌山市屋形町1丁目39-2
① -9 社会福祉法人　真愛会 特別養護老人ホーム　西庄園 介護老人福祉施設 640-0112 和歌山市西庄1133-2
① -10 社会福祉法人　紀三福祉会 紀三井寺苑 介護老人福祉施設 641-0012 和歌山市紀三井寺560-2
① -11 社会福祉法人　紀三福祉会 紀三井寺苑 通所介護 641-0013 和歌山市紀三井寺560-3
① -12 社会福祉法人　天和会 黎明の里 軽費老人ホーム 649-6331 和歌山市北野669番地1
① -13 社会福祉法人　浩和会 特別養護老人ホーム　竹の里園 介護老人福祉施設 640-0305 和歌山市明王寺字六ﾉ坪3番地1
① -14 社会福祉法人　紀伊福祉会 特別養護老人ホーム　紀伊てまり苑 介護老人福祉施設 649-6335 和歌山市西田井224番地
① -15 社会福祉法人　和歌山県福祉事業団 有功ヶ丘学園 福祉型障害児入所施設 640-8483 和歌山市園部381の2
① -16 社会福祉法人　清和福祉会 かんどり保育園 保育所 640-8442 和歌山市平井466-1
① -17 医療法人　甃友会 介護老人保健施設　光苑 介護老人保健施設 640-8322 和歌山市秋月568番地の7
① -18 医療法人　史の会 介護老人保健施設　松寿苑 介護老人保健施設 640-8352 和歌山市北ﾉ新地裏田町1-1
① -19 医療法人　ヘルスケア和歌山 介護老人保健施設　ラ・エスペランサ 介護老人保健施設 641-0006 和歌山市中島192番地
① -20 株式会社　ＭＵＲＯ グループホーム　太陽のおうち 認知症対応型共同生活介護 649-6317 和歌山市山口西385-1
① -21 株式会社　あおぞらケアセンター 第１あすか苑 住宅型有料老人ホーム 640-8319 和歌山市手平2丁目5番49号
① -22 株式会社　あおぞらケアセンター 第２あすか苑 介護付有料老人ホーム 641-0007 和歌山市小雑賀728-1
① -23 株式会社　春風会 春風会わかのうら 認知症対応型共同生活介護 641-0025 和歌山市和歌浦中1丁目1番16号
① -24 株式会社　春風会 春風会かたおなみ 認知症対応型共同生活介護 641-0021 和歌山市和歌浦東4丁目3番51号
① -25 株式会社　シルバーネスト デイサービス　シルバーネスト 通所介護 641-0054 和歌山市塩屋4丁目5-16
① -26 株式会社　はるす グループホーム　はるすのお家・和歌山 認知症対応型共同生活介護 640-8401 和歌山市福島486番地1
① -27 株式会社　はるす はるす・訪問入浴サービス和歌山 訪問入浴 641-0035 和歌山市関戸1丁目4-62
① -28 社会福祉法人　わかやま虹の会 特別養護老人ホーム　わかば 介護老人福祉施設 640-8390 和歌山市有本140
① -29 社会福祉法人　わかやま虹の会 デイサービス　わかば 認知症対応型通所介護 640-8390 和歌山市有本141
① -30 和歌山中央医療生活協同組合 和歌山生協病院　生協よりあい 認知症対応型通所介護 640-0071 和歌山市有本143-1
① -31 和歌山中央医療生活協同組合 和歌山生協病院デイケア室 通所リハビリ 640-8391 和歌山市有本143-1
① -32 和歌山中央医療生活協同組合 生協病院在宅総合ケアセンター　ヘルパーステーション協同 訪問介護 640-8390 和歌山市有本143-1
① -33 和歌山中央医療生活協同組合 河西診療所デイサービス 地域密着型通所介護 640-8442 和歌山市平井66-1
① -34 和歌山中央医療生活協同組合 生協芦原診療所デイサービス 地域密着型通所介護 640-8124 和歌山市雄松町2-55
① -35 和歌山中央医療生活協同組合 生協中之島デイサービス 通所介護 640-8392 和歌山市中之島880-2
① -36 和歌山中央医療生活協同組合 生協中之島複合型サービス 看護小規模多機能型居宅介護 640-8393 和歌山市中之島880-3
① -37 和歌山中央医療生活協同組合 和歌山生協病院附属診療所デイケア 通所リハビリ 640-8390 和歌山市有本141-1
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① -38 和歌山中央医療生活協同組合 生協にじ サービス付き高齢者向け住宅 640-8390 和歌山市有本147-2
① -39 有限会社　ホームヘルパーサービス　かしの木 ホームヘルパーサービス　かしの木 訪問介護 640-8255 和歌山市舟津町4丁目10-5
① -40 有限会社　スマイル デイサービスセンター　満ぷく 通所介護 640-0352 和歌山市井戸192-1
① -41 社会福祉法人　弘心会 ほうらい苑 介護老人福祉施設 64１-0023 和歌山市新和歌浦２番９号
① -42 株式会社　河北食品 千代の里グループホーム 認知症対応型共同生活介護 640-8443 和歌山市延時84-1
① -43 株式会社　河北食品 デイサービスセンターココ栄谷 地域密着型通所介護 640-8441 和歌山市栄谷884-4
① -44 セントケア和歌山（株） セントケア城北 小規模多機能型居宅介護 640-8066 和歌山市東布経丁3-6
① -45 セントケア和歌山（株） ホーム城北 認知症対応型共同生活介護 640-8067 和歌山市東布経丁3-7
① -46 セントケア和歌山（株） セントケア中之島 小規模多機能型居宅介護 640-8392 和歌山市中之島380-10
① -47 セントケア和歌山（株） セントケア中之島 認知症対応型共同生活介護 640-8392 和歌山市中之島380-10
① -48 セントケア和歌山（株） セントケア紀三井寺 訪問入浴 641-0012 和歌山市紀三井寺840-39
① -49 セントケア和歌山（株） セントケア和歌山 訪問介護 640-8341 和歌山市黒田1-2-4
① -50 社会福祉法人みどり会 特別養護老人ホームみどりが丘ホーム 介護老人福祉施設 649-6326 和歌山市和佐中213-1
① -51 社会福祉法人みどり会 みどりケアステーション 通所介護 649-6326 和歌山市和佐中213-1

岩出市・紀の川市
法人名 事業所名 種別 〒 住所

② -1 医療法人　富田会 富田病院 649-6253 岩出市紀泉台2
② -2 医療法人　富田会 たんぽぽ苑 通所介護 649-6255 岩出市紀泉台3
② -3 医療法人　彌栄会 やよい苑 介護老人保健施設 649-6215 岩出市中迫380
② -4 和歌山中央医療生活協同組合 おおみや診療所デイサービス 通所介護 649-6226 岩出市官50-1
② -5 社会福祉法人　聖アンナ福祉会 貴志川聖アンナの家 介護老人福祉施設 640-0412 紀の川市貴志川町上野山302-1
② -6 社会福祉法人　渉久会 特別養護老人ホーム　ももの里 介護老人福祉施設 649-6111 紀の川市桃山町最上1254-1
② -7 社会福祉法人　皆楽園 皆楽園打田友愛デイサービスセンター 通所介護 649-6424 紀の川市畑野上272
② -8 社会福祉法人　貴桃会 たんぽぽ作業所 知的障害者施設（生活介護・相談支援） 640-0424 紀の川市貴志川町井ﾉ口1591-1
② -9 社会福祉法人　髙陽会 さくらの丘 介護老人保健施設 649-6412 紀の川市黒土153番地
② -10 社会福祉法人　山水会 三幸園 就労継続支援事業Ｂ型・生活介護事業 649-6531 紀の川市粉河4168番地
② -11 株式会社メディカル・ギア・エクウィプメント グループホーム　自然の郷 認知症対応型共同生活介護 649-6111 紀の川市桃山町最上1206-7
② -12 合同会社　介拓社 デイサービスセンター雅 通所介護 649-6523 紀の川市下丹生谷537
② -13 セントケア和歌山（株） セントケア那賀 訪問介護 649-6231 岩出市川尻１４－１

橋本市・伊都郡
法人名 事業所名 種別 〒 住所

③ -1 社会福祉法人　光誠会 特別養護老人ホーム　天佳苑 介護老人福祉施設 648-0004 橋本市隅田町霜草797-31
③ -2 社会福祉法人　博寿会 特別養護老人ホーム　さくら苑 介護老人福祉施設 649-7207 橋本市高野口町大野1844-133
③ -3 社会福祉法人　紀之川寮 悠久の杜 障害者支援施設 649-7202 橋本市高野口町伏原1336-1
③ -4 伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合 特別養護老人ホーム　国城寮 介護老人福祉施設 648-0015 橋本市隅田町河瀬905の2
③ -5 紀北川上農業協同組合 ＪＡ紀北かわかみデイサービスセンター 通所介護 649-7203 橋本市高野口町名古曽610番地
③ -6 紀北川上農業協同組合 ＪＡ紀北かわかみヘルパーステーション 訪問介護 649-7204 橋本市高野口町名古曽611番地
③ -7 株式会社　はるす グループホームはるすのお家・橋本 認知症対応型共同生活介護 648-0082 橋本市菖蒲谷979-1
③ -8 株式会社　はるす はるす・訪問入浴サービス橋本 訪問入浴介護 648-0085 橋本市岸上563番地の1
③ -9 株式会社　はるす 地域密着型特定施設　はるすの郷・神野々 地域密着型特定施設入居者生活介護 648-0086 橋本市神野々1083-1
③ -10 社会福祉法人　萩原会 特別養護老人ホーム　友愛苑 介護老人福祉施設 648-0100 伊都郡九度山町大字河根807番地の64
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③ -11 社会福祉法人　聖愛会 特別養護老人ホーム　南山苑 介護老人福祉施設 648-0211 伊都郡高野町高野山44-22
③ -12 紀北川上農業協同組合 ＪＡ紀北かわかみかつらぎヘルパーステーション 訪問介護 649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東15-2
③ -13 紀北川上農業協同組合 ＪＡ紀北かわかみかつらぎデイサービスセンター 通所介護 649-7161 伊都郡かつらぎ町笠田東15-2
③ -14 特定非営利活動法人よつ葉福祉会 ソプラス 自立訓練・就労継続支援Ｂ型・就労移行 649-7174 伊都郡かつらぎ町佐野793
③ -15 セントケア和歌山（株） セントケア橋本 訪問介護 648-0064 橋本市橋本1-7-15

海南市・海草郡
法人名 事業所名 種別 〒 住所

④ -1 社会福祉法人　和歌山県福祉事業団 特別養護老人ホーム　南風園 介護老人福祉施設 640-1174 海南市木津233番地40
④ -2 社会福祉法人　中庸会 特別養護老人ホーム　天美苑 特別養護老人ホーム 640-0441 海南市七山964-1
④ -3 社会福祉法人　中庸会 グループホーム　天美苑 認知症対応型共同生活介護 640-0441 海南市七山964-1
④ -4 社会福祉法人　平成福祉会　 かぐのみ苑 特別養護老人ホーム 642-0033 海南市下津町丸田1111番地の1
④ -5 社会福祉法人　たちばな福祉会 橘寮 養護老人ホーム 649-0111 海南市下津町方674番1
④ -6 和歌山中央医療生活協同組合 デイサービス　げんき 通所介護 640-0071 海南市沖野々394-3
④ -7 株式会社　アップワード 海南グループホームみかんの里 認知症対応型共同生活介護 649-0164 海南市下津野上610-1
④ -8 セントケア和歌山（株） セントケアかいなん 訪問介護 642-0032 海南市名高504-1

有田市・有田郡
法人名 事業所名 種別 〒 住所

⑤ -1 社会福祉法人　守皓会 特別養護老人ホーム　田鶴苑 介護老人福祉施設 649-0316 有田市宮崎町911番地
⑤ -2 社会福祉法人　平成福祉会 特別養護老人ホーム　かぐのみ苑湯浅 地域密着型老人福祉施設 643-0004 有田郡湯浅町湯浅2032-1
⑤ -3 株式会社　サザンクロス サンライズケア　優心 通所介護 649-0422 有田市糸我町西496-1
⑤ -4 社会福祉法人　おもと会 おもと園 就労継続Ｂ型事業所・生活介護事業所 643-0151 有田郡有田川町長谷川321-1
⑤ -5 社会福祉法人　千翔会 まごころランド 障害福祉サービス・放課後デイサービス・Ｂ型 643-0855 有田郡有田川町上中島859-1

御坊市・日高郡
法人名 事業所名 種別 〒 住所

⑥ -1 御坊日高老人福祉施設事務組合 特別養護老人ホーム　ときわ寮 特別養護老人ホーム 644-0000 日高郡美浜町大字三尾9番地
⑥ -2 御坊日高老人福祉施設事務組合 養護老人ホーム　ときわ寮 老人福祉施設 644-0044 日高郡美浜町和田1138の180
⑥ -3 社会福祉法人　和歌山県福祉事業団 由良あかつき園 障害者支援施設 649-1121 日高郡由良町吹井130
⑥ -4 社会福祉法人　和歌山県福祉事業団 児童デイサービス　どりーむ 児童デイサービス 649-1121 日高郡由良町吹井130

田辺市・西牟婁郡
法人名 事業所名 種別 〒 住所

⑦ -1 紀南地方老人福祉施設組合 特別養護老人ホーム　百々千園 特別養護老人ホーム 649-2333 西牟婁郡白浜町中1652番地
⑦ -2 社会福祉法人　三養福祉会 特別養護老人ホーム　田辺の郷 介護老人福祉施設 646-0063 田辺市芳養松原一丁目31番10号
⑦ -3 社会福祉法人　すさみ福祉会 はまゆう園 特別養護老人ホーム 649-2621 西牟婁郡すさみ町周参見2362の1番地
⑦ -4 社会福祉法人　田辺市社会福祉協議会 田辺市社会福祉協議会　田辺事業所 通所介護 646-0028 田辺市高雄一丁目23番1号 田辺市民総合ｾﾝﾀｰ内

⑦ -5 社会福祉法人　熊野福祉会 グループホーム　下湯川苑 認知症対応型共同生活介護 647-1734 田辺市本宮町下湯川479-3
⑦ -6 医療法人社団菫会 介護老人保健施設　田辺すみれ苑 介護老人保健施設 646-0217 田辺市城山台4番5号
⑦ -7 社会福祉法人　紀伊の郷 日置川みどり園 障害者支援施設 649-2521 西牟婁郡白浜町大古759の1
⑦ -8 社会福祉法人　和歌山県福祉事業団 南紀あけぼの園 障害者支援施設 649-2102 西牟婁郡上富田町岩田2456-1
⑦ -9 社会福祉法人　和歌山県福祉事業団 牟婁あゆみ園 障害者支援施設 649-2102 西牟婁郡上富田町岩田2457-1
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⑦ -10 社会福祉法人　和歌山県福祉事業団 牟婁さくら園 障害者支援施設 649-2105 西牟婁郡上富田町朝来2289-5
⑦ -11 社会福祉法人　南紀のぞみ会 のぞみ園 障害者支援施設 646-0015 田辺市たきない町21-38
⑦ -12 社会福祉法人　優姜会 セントポーリア 在宅複合施設 646-0022 田辺市東山1-7-23

新宮市・東牟婁郡
法人名 事業所名 種別 住所

⑧ -1 社会福祉法人　黒潮園 特別養護老人ホーム  黒潮園 介護老人福祉施設 647-0061 新宮市三輪崎2472-12
⑧ -2 社会福祉法人　高瀬会 特別養護老人ホーム　古座川園 介護老人福祉施設 649-4224 東牟婁郡古座川町高瀬353
⑧ -3 社会福祉法人　和歌山県福祉事業団 新宮市立養護老人ホーム寿楽荘 養護老人ホーム 647-0073 新宮市木ﾉ川279-1
⑧ -4 社会福祉法人　和歌山県福祉事業団 古座あさかぜ園 障害者支援施設 649-4111 東牟婁郡串本町上田原1237
⑧ -5 社会福祉法人　熊野緑会 なぎの木園 障害者支援施設 647-0073 新宮市木ﾉ川703番地
⑧ -6 株式会社　桐本商店 丹鶴介護サービスセンター 通所介護 647-0018 新宮市仲之町3-1-5
⑧ -7 社会福祉法人　聖十字福祉会 マリア保育園 保育園 647-0041 新宮市野田2-4
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