
　　　　　　　　ＴＥＬ 073-441-2472
　　　　　　　　ＴＥＬ 073-441-2527
　　　　　　　　ＴＥＬ 073-441-2537

法　人　名 主たる事務所所在地
電話番号

ＦＡＸ番号
主な運営施設事業種別 主な運営施設名（所在地）

　　　TEL 073-435-1319

医療型障害児入所施設 愛徳整肢園、めぐみの園

福祉型児童発達支援センター カナの家

保育所 愛徳保育園（御坊市）

障害者支援施設 ビンセント療護園

障害福祉サービス事業
ビンセント療護園、マリア苑居宅
介護事業所

福祉型児童発達支援センター あおい学園

障害者支援施設 太陽の丘（海南市）

障害福祉サービス事業 あさも園、もなみ（海南市）

あけぼの会　※
〒640-8471
和歌山市善明寺471

073-452-0685 保育所 のぞみ保育園

大徳会　※
〒640-8126
和歌山市南片原2-12

073-436-6363 特別養護老人ホーム グランリーフ

天和会　※
〒649-6331
和歌山市北野669-1

073-462-6968 ケアハウス 黎明の里

粟福祉会
〒640-8462
和歌山市粟255-5

073-453-2003
073-454-2040

保育所
あわ保育園、うつぼほんまち保育
園（大阪市）

いこい　※
〒640-8482
和歌山市六十谷15-1

073-461-8925 障害福祉サービス事業 いこいの家共同作業所

有功保育園
〒640-8483
和歌山市園部1-1

073-461-9130 保育所
有功保育園、まろみ保育所（田辺
市）

障害福祉サービス事業

くろしお作業所、はぐるま共同作
業所、Po-zkk(旧粉河町）、ソー
シャルファームもぎたて（旧那賀
町）

福祉型児童発達支援センター こじか園、第二こじか園

地域活動支援センター
麦の郷和歌山生活支援ｾﾝﾀｰ、麦
の郷紀の川生活支援ｾﾝﾀｰ（紀の
川市）

樫の木福祉会　※
〒640-8305
和歌山市栗栖273-16

073-488-9333
073-488-9334

訪問介護 樫の木ケアステーション訪問介護

河西福祉会　※
〒640-8422
和歌山市松江東1-7-25

073-454-8900
073-454-1811

特別養護老人ホーム アンシアナト―

かぜのこ福祉会
※

〒640-8472
和歌山市大谷831-215

073-453-1506 保育所 かぜのこ保育園

特別養護老人ホーム 紀伊松風苑

救護施設 かつらぎ園

特別養護老人ホーム 紀伊てまり苑

ケアハウス 紀伊てまり苑

紀伊保育園　※
〒649-8481
和歌山市直川326-9

073-461-6566 保育所 紀伊保育園

特別養護老人ホーム 紀三井寺苑

老人デイサービスセンター ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰひだまり

３．社会福祉法人一覧（市・郡別）

無印＝　和歌山県　福祉保健総務課　社会福祉・援護班
◇　＝　和歌山県　長寿社会課　介護サービス指導室
◎　＝　和歌山県　障害福祉課　施設福祉班
※　＝　市所管（連絡先は、各市の欄に記載）

和　　歌　　山　　市

※　＝　 和歌山市　指導監査課　総括指導班

愛徳園　◎
〒641-0044
和歌山市今福3-5-41

073-425-2391
073-426-1044

あおい会　◎
〒641-0044
和歌山市今福2-9-35

073-487-4352
073-487-4843

一麦会　◎
〒640-8301
和歌山市岩橋643

073-474-2466
073-474-4637

紀伊松風苑　※
〒640-8483
和歌山市園部1668-1

073-455-3676
073-455-5311

紀伊福祉会　※
〒649-6335
和歌山市西田井224

073-462-6020
073-462-6771

紀三福祉会　◇
〒641-0012
和歌山市紀三井寺560-2

073-448-2255
073-446-0120



法　人　名 主たる事務所所在地
電話番号

ＦＡＸ番号
主な運営施設事業種別 主な運営施設名（所在地）

きしゅう福祉会ささ
ゆり　※

〒641-0005
和歌山市田尻496-4

073-474-2290 老人デイサービス事業 デイサービスささゆり

特別養護老人ホーム 喜成会

養護老人ホーム 喜和の郷

ケアハウス 虹の園

紀之川保育園　※
〒640-8304
和歌山市松島121-1

073-473-2003 保育所 紀之川保育園

きわ保育園　※
〒640-8392
和歌山市中之島969-10

073-432-2088 保育所 きわ保育園

弘心会　※
〒641-0023
和歌山市新和歌浦2-9

073-448-3333
073-448-3338

特別養護老人ホーム ほうらい苑

公風会　※
〒640-8415
和歌山市島橋南ノ丁6-21

073-454-6800
(地域密着型)
特別養護老人ホーム

三寿苑

こうま会
〒649-6263
和歌山市下三毛566

073-477-3310
073-477-1984

保育所
こうま保育園、安楽川保育園（紀
の川市）

特別養護老人ホーム 竹の里園、第Ⅲ竹の里園

ケアハウス 竹の里園

福祉型児童発達支援センター 若竹園

老人保健施設 サニーホーム

こひつじ保育園
※

〒640-8453
和歌山市木ノ本1230-2

073-452-0001 幼保連携型認定こども園 こひつじこども園

さかえ保育園　※
〒640-8412
和歌山市狐島394

073-455-2893
073-454-7076

保育所 さかえ保育園

幼保連携型認定こども園 さつきこども園

幼保連携型認定こども園 おひさま子ども園（岩出市）

三田福祉会　※
〒641-0004
和歌山市和田592-1

073-475-5500
073-475-5501

特別養護老人ホーム すこやか

しあわせ　※
〒640-8003
和歌山市北新博労町8-4

073-435-1519 老人デイサービス事業
在宅ケアセンターしあわせデイ
サービス

特別養護老人ホーム 大日山荘

養護老人ホーム 大日山荘

ケアハウス バイオレット、ロミオ・イ・フリエッタ

特別養護老人ホーム 君里苑、ソンリッサきみさと

障害者支援施設 君里苑

しょうぶ会
〒640-0351
和歌山市吉礼53-6

073-478-2001
073-478-2388

幼保連携型認定こども園
しょうぶこども園、いなみこども園
（印南町）

しろがね福祉会
※

〒640-8322
和歌山市秋月67-3

073-473-4320 保育所 しろがね保育園

じろうまる保育園
※

〒640-8444
和歌山市次郎丸107-1

073-453-0190 幼保連携型認定こども園 じろうまるこども園

真愛会　※
〒640-0112
和歌山市西庄1133-2

073-452-8856
073-452-8890

特別養護老人ホーム 西庄園、みのり西庄園

特別養護老人ホーム
親和園、第二親和園、第五親和
園

ケアハウス 第三親和園

すずらん会　※
〒640-8151
和歌山市屋形町1-39-2

073-436-4165
(地域密着型)
特別養護老人ホーム

わかやま苑

スミや　◇
〒649-6325
和歌山市下和佐61-4

073-477-5700
073-477-5701

(地域密着型)
特別養護老人ホーム

プチパレス紀三井寺

琴の浦リハビリテイ
ションセンター　※

〒641-0014
和歌山市毛見1451-2

親和園　※
〒641-0001
和歌山市杭ノ瀬255-2

073-473-9601
073-475-3360

073-478-3437
073-478-3079

さつき福祉会
〒641-0006
和歌山市中島70-8

073-473-2444
073-471-5120

喜成会　※
〒649-6331
和歌山市北野128

073-462-3033
073-462-2528

浩和会　※
〒640-0305
和歌山市明王寺3-1

073-466-2233
073-478-3313

073-444-3141

寿敬会　※
〒640-0304
和歌山市平尾2-1

順風会　◇
〒640-8453
和歌山市木ノ本1837-1

073-454-9820
073-454-9822
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ＦＡＸ番号
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幼保連携型認定こども園 すみれこども園

保育所
御願塚つぼみ保育園（兵庫県伊
丹市）

太陽福祉会　※
〒640-8432
和歌山市土入284-12

073-455-3300 保育所 太陽保育園

小さき花の輪会
※

〒640-8272
和歌山市砂山南3-2-21

073-424-4414 幼保連携型認定こども園 むつみこども園

障害者支援施設 障害者支援施設綜成苑、綜愛苑

障害福祉サービス事業

就労支援施設つわぶき授産工
場、就労支援施設綜成苑、生活
介護施設綜成苑、福祉就労セン
ターつつじが丘苑

哲人会　※
〒649-6264
和歌山市新庄388-1

073-477-4102 障害者支援施設 小倉園

幼保連携型認定こども園 とうようこども園

養護老人ホーム 喜望園

児童養護施設 つつじが丘学舎

児童心理治療施設 みらい

児童家庭支援センター きずな

のざき保育園　※
〒640-8402
和歌山市野崎115

073-451-2327 保育所 のざき保育園

ハッピーステーショ
ン　※

〒640-8027
和歌山市米屋町3

073-494-6212
障害福祉サービス事業
移動支援事業

東和歌山福祉会
※

〒649-6273
和歌山市東田中307

073-465-4165
073-465-4166

特別養護老人ホーム あんず苑、第２あんず苑

福美会　※
〒640-8401
和歌山市福島296-3

073-452-0807
073-457-2655

老人デイサービス事業 寿寿ソーラス

平成会　※
〒640-0344
和歌山市朝日83-1

073-479-3740 障害者支援施設 みずほ園

芳春会　※
〒641-0004
和歌山市和田80-1

073-475-3333 障害福祉サービス事業 ウイズ、カノン

布施屋保育園　※
〒649-6321
和歌山市布施屋3-1

073-477-2790 幼保連携型認定こども園 ほしや子ども園

まこと会　※
〒640-0115
和歌山市つつじが丘4-3-2

073-453-0020 幼保連携型認定こども園 まことこども園

幼保連携型認定こども園
まことなるたきこども園、まことしょう
じこども園（門真市）、まことかわさ
きこども園(沖縄県うるま市)

保育所

まことながねだい保育園（名古屋
市）、まことたまいけ保育園（名古
屋市）、まことさっぽろ保育園(札
幌市)、まことさつなえ保育園(札幌
市)、まことうよどがわ保育園(大阪
市)、まことたかいど保育園(東京
都杉並区)、まことながずみ保育園
(福岡市)

みどり会　※
〒649-6326
和歌山市和佐中213-1

073-477-4374
073-477-4634

特別養護老人ホーム みどりが丘ホーム

やつなみ　※
〒640-0112
和歌山市西庄527-4

073-456-1947
073-480-1260

老人デイサービス事業 ジョイフルホームやつなみ

安原福祉会　※
〒640-0342
和歌山市松原306-5

073-479-2500 認知症対応型老人共同援助事業 あいの里、あいの里悠々

特別養護老人ホーム
山口葵園、山口葵園ホーリーユ
ニット、山口葵園マロウ

ケアハウス 山口葵園

山口保育園　※
〒649-6305
和歌山市谷2

073-462-0567 幼保連携型認定こども園 山口こども園

やまのこども　※
〒640-0331
和歌山市吉原270

073-479-1133 障害福祉サービス事業 マウンテンラブ

073-473-0294つわぶき会　※
〒641-0004
和歌山市和田1283-2

すみれ会
〒640-8453
和歌山市木ノ本321-2

073-455-6656
073-454-5464

〒649-6318
和歌山市藤田25-1

073-461-5757
073-461-5900

〒640-0115
和歌山市つつじが丘7-2-1

虎伏学園　※

東洋会　※
〒649-6313
和歌山市楠本266

073-462-3933
073-462-3594

山口葵会　※

073-480-1043

まこと鳴滝会
〒640-8483
和歌山市園部381－28

073-455-6469
073-454-7789
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ようすい会
〒641-0036
和歌山市西浜1218-3

073-445-6875
073-445-8704

幼保連携型認定こども園 ようすい子ども園、山崎北こども園

特別養護老人ホーム わかうら園

ケアハウス わかうら園

和歌山いのちの電
話協会　※

〒640-8137
和歌山市吹上5丁目2-15

073-425-3261
073-425-3267

電話相談業務 和歌山いのちの電話

和歌山県共同募金
会

〒640-8319
和歌山市手平２丁目1-2県民
交流ﾌﾟﾗｻﾞ和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛内

073-435-5231
073-435-5232

共同募金事業

和歌山県社会施設
事業会　※

〒640-8481
和歌山市直川1437

073-461-0072
073-461-0088

児童養護施設 こばと学園

和歌山県身体障害
者連盟　◎

〒640-8319
和歌山市手平２丁目1-2県民
交流ﾌﾟﾗｻﾞ和歌山ﾋﾞｯｸﾞ愛５階

073-423-2665
073-428-0515

視聴覚障害者情報提供施設
和歌山県点字図書館、和歌山県聴覚
障害者情報センター

保育所 城北保育所

幼保連携型認定こども園 片男波こども園、木ノ本こども園

児童養護施設 和歌山市旭学園（受託）

幼保連携型認定こども園 つくし幼保園、広瀬幼保園

乳児院 和歌山乳児院（岩出市）

医療型障害児入所施設
社会福祉法人和歌山つくし会医療型障害
児入所施設つくし医療・福祉センター（岩
出市）

障害福祉サービス事業
療養介護施設つくし医療・福祉セ
ンター（岩出市）

わかやま虹の会
※

〒640-8390
和歌山市有本140

073-475-0015
073-475-0016

地域密着型特別養護老人ホーム わかば

和歌山博厚会　※
〒641-0003
和歌山市坂田18

073-473-2327 保育所 さんた保育園、岡崎保育園

和歌山ふたば会
※

〒640-8342
和歌山市友田町3-30

073-423-1103 保育所 ふたば保育園

和歌山みちる会
※

〒641-0014
和歌山市毛見435-1

073-445-4488 保育所 みちる保育園

和遊協社会福祉事
業協力会

〒640-8288
和歌山市加納町10

073-436-3691
073-426-0589

助成事業

わらべ会　※
〒641-0042
和歌山市新堀東2-1-25

073-436-1022 幼保連携型認定こども園 新堀こども園

073-445-0808
073-445-0030

和歌山社会事業協
会　※

〒641-0022
和歌山市和歌浦南2-11-36

073-488-6350

和歌山つくし会　◎
〒640-0351
和歌山市吉礼字ハツ井486-1

わかうら会　※
〒641-0061
和歌山市田野175

0736-69-1772
0736-69-5251
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　　　　　　　　TEL　073-483-8432

一峰会　※
〒642-0023
海南市重根1778

073-487-5000
073-487-5001

障害福祉サービス事業 パン工房かたつむり、あすなろ

くるみ福祉会　※
〒642-0021
海南市井田89-2

073-483-4522
073-483-5068

保育所 くるみ保育園

中庸会　※
〒640-0441
海南市七山964-1

073-486-0114
073-486-0604

特別養護老人ホーム 天美苑

障害者支援施設 みなみ工房（和歌山市）

保育所型認定こども園 五月山こども園

和生福会　※
〒640-0452
海南市孟子字波免709-1

073-486-0788
073-486-0822

特別養護老人ホーム 緑風苑

たちばな福祉会
※

〒649-0111
海南市下津町方674-1

073-492-2064
073-492-3622

養護老人ホーム 橘寮

平成福祉会　◇
〒649-0121
海南市下津町丸田1111-1

073-492-5800
073-492-3100

特別養護老人ホーム
かぐのみ苑、かぐのみ苑湯浅（湯
浅町）

生石会　◎
〒640-1121
紀美野町下佐々173（旧野上町）

073-489-4049
073-494-3552

障害福祉サービス事業 ひかり作業所

保育所
かんどり保育園（和歌山市）、さく
ら保育園（岩出市）

幼保連携型認定こども園 かんどりこども園（和歌山市）

特別養護老人ホーム 美里園

さくら福祉会　※
〒642-0016
海南市北赤坂2番地1

073-484-5000
073-488-2010

介護老人福祉施設 さくらホーム

ふじの会
〒642-0016
海南市北赤坂3-1

073-483-8888
073-483-7575

清和福祉会　◇
〒640-1234
紀美野町安井6-1（旧美里町）

073-495-3216
073-495-2658

海　南　市　・　海　草　郡

※　＝　 海南市　くらし部　社会福祉課



法　人　名 主たる事務所所在地
電話番号

ＦＡＸ番号
主な運営施設事業種別 主な運営施設名（所在地）

　　　　　　　　TEL　0736-77-2511

篤眞会　※
〒649-6412
紀の川市黒土262（旧打田町）

0736-77-3575
0736-77-5251

軽費老人ホーム ケアハウス後楽荘

幼保連携型認定こども園

レイモンドこども園、レイモンド瀬
田こども園（滋賀県大津市）、レイ
モンド長浜こども園（滋賀県長浜
市）、レイモンド長浜南こども園(滋
賀県長浜市)

保育所型認定こども園 ゆらこども園(受託)(由良町)

保育所 別紙

障害福祉サービス事業 Let's大正（大阪市）

障害者支援施設
Liimo南森町（大阪市）、ＬＩＩＭＯ
阿波座（大阪市）、ＬＩＩＭＯ調布
（東京都調布市）

特別養護老人ホーム 髙陽園

介護老人保健施設 さくらの丘

認知症対応型老人共同援助事業
風の里、凪の里（大阪府）、のぞみ
野（大阪府）

保育所
城東保育園（岸和田市）、浜保育
所（泉南市）

陸美会　※
〒649-6531
紀の川市粉河４６0-1（旧粉河
町）

0736-73-2222
0736-73-2302

保育所 粉河保育園、名手保育園

老人居宅介護等事業 サンパル

丹生学園　※
〒649-6523
紀の川市下丹生谷101（旧粉河町）

0736-73-5840
0736-73-2011

児童養護施設 丹生学園

特別養護老人ホーム 栄寿苑、白水園

認知症対応型老人共同援助事業 栄寿の里

養護老人ホーム 白水園

企業主導型保育事業 ひかり保育園

特別養護老人ホーム ももの里、ヴィラももの里

軽費老人ホーム ヴィラ桜、ヴィラ山桜（岩出市）

桃郷　◎
〒649-6112
紀の川市桃山町調月58-3

0736-66-0995
0736-66-1905

福祉型児童発達支援センター
ひまわり園、つぼみ園、つくしんぼ
園（旧高野口町）

障害福祉サービス事業 マルワック

共同生活援助（グループホーム） ローズ桃山

貴桃会　※
〒640-0424
紀の川市貴志川町井ノ口字段ノ上
1591-1

0736-64-9001 障害福祉サービス事業 たんぽぽ作業所

聖アンナ福祉会
※

〒640-0412
紀の川市貴志川町上野山302-1

0736-64-7460
0736-64-7461

特別養護老人ホーム 貴志川聖アンナの家、きしがわ園

ながやま福祉会
※

〒640-0416
紀の川市貴志川町長山277-781

0736-64-6633
0736-64-8811

幼保連携型認定こども園 ながやまこども園

0736-66-2652
0736-66-2653

桃の木会　◎
〒649-6112
紀の川市桃山町調月1758-18

山水会　◎
〒649-6531
紀の川市粉河4168（旧粉河町）

0736-73-3885
0736-73-4902

障害福祉サービス事業
三幸園、第２三幸園、サンパル、
ゆうゆうホーム、秋葉台サンホーム

渉久会　◇
〒649-6111
紀の川市桃山町最上1254-1

0736-66-3741
0736-66-3331

光栄会　※
〒649-6615

紀の川市麻生津中1279（旧那賀
町）

紀　の　川　市

※　＝　 紀の川市　福祉部　社会福祉課

檸檬会
〒649-6432
紀の川市古和田240（旧打田町）

0736-79-7313
0736-79-7731

髙陽会　◇
〒649-6412
紀の川市黒土153

0736-77-0806
0736-77-0805

0736-75-6888
0736-75-6226



法　人　名 主たる事務所所在地
電話番号

ＦＡＸ番号
主な運営施設事業種別 主な運営施設名（所在地）

　　　　　　　　TEL　0736-62-2141

特別養護老人ホーム 皆楽園、打田皆楽園（旧打田町）

障害者支援施設 ＰＵＲＥ皆楽（旧打田町）

きのかわ福祉会
◎

〒649-6202
岩出市根来1557

0736-61-0333
0736-61-3456

障害福祉サービス事業

きのかわ共同作業所、きのかわふ
るさと村（旧打田町）、ふるさと
ファーム、ふるさとファームきずな
福祉作業場

しらゆり福祉会　※
〒649-6204
岩出市今中98

0736-62-8678
0736-62-1423

保育所 しらゆり保育園

紀の国福樹会　※
〒649-6221
岩出市溝川22

0736-67-2012
0736-67-2020

特別養護老人ホーム 岩出憩い園

基麟会　※
〒649-6202
岩出市根来1382

0736-69-5505
0736-69-5504

障害福祉サービス事業 グリンラボ

岩　出　市

※　＝　 岩出市　生活福祉部　生活支援課

皆楽園　◇
〒649-6213
岩出市西国分668

0736-63-0250
0736-63-1847



法　人　名 主たる事務所所在地
電話番号

ＦＡＸ番号
主な運営施設事業種別 主な運営施設名（所在地）

　　　　　　　　TEL　0736-33-1111

救護施設 悠久の郷

障害者支援施設 悠久の杜（旧高野口町）

光誠会　※
〒648-0017
橋本市隅田町中島1058-56

0736-37-3000
0736-37-3009

特別養護老人ホーム ひかり苑、天佳苑

筍憩会　◎
〒648-0073
橋本市市脇一丁目66-1

0736-33-3317
0736-33-3318

障害福祉サービス事業
あるぺじお、わかば（旧粉河町）、
らぽるて

幼保連携型認定こども園 輝きの森学園

保育所
かがやきの森保育園うえだ(名古
屋市)

橋本福祉会　※
〒648-0021
橋本市恋野字長二芝1417-1

0736-33-5065
0736-33-5105

障害福祉サービス事業 夢あじさい

ゆたか会　※
〒648-0091
橋本市柱本22

0736-37-5800
0736-37-5801

障害者支援施設 リハビリ橋本

香久の実福祉会
※

〒649-7203
橋本市高野口町名古曽849

0736-43-1015
0736-43-1103

保育所 香久の実保育園

保育所 九度山保育所（受託）（九度山町）

保育所
すみだこども園（受託）、応其こど
も園（受託）

博寿会　※
〒649-7207
橋本市高野口町大野1844-
133

0736-44-1189
0736-44-1190

特別養護老人ホーム さくら苑

椋の樹福祉会　※
〒649-7203
橋本市高野口町名古曽724

0736-43-2414
0736-43-2415

障害福祉サービス事業 むくのき、むくのきホーム

紀北和楽会　※
〒648-0095
橋本市橋谷325

0736-37-0823
0736-37-3234

児童養護施設 六地学園

博芳福祉会　※
〒648-0072
橋本市東家6-347-5

0736-32-7002 障害福祉サービス事業
ふれあい工房わーくる、ふれあい
工房そしある、ふれあいの里

愛光園　◇
〒649-7174
伊都郡かつらぎ町佐野1401-2

0736-22-6057
0736-22-5323

特別養護老人ホーム 愛光園、第二愛光園

かつらぎ福祉会
〒649-7174
伊都郡かつらぎ町佐野827－1

0736-22-6255 保育所
三谷こども園(受託)、佐野こども園
（受託）

相和会　◇
〒649-7123
伊都郡かつらぎ町柏木字平山東
尾848

0736-23-2233
0736-23-2255

軽費老人ホーム かつらぎ乃里

和福祉会　◎
〒649-7113
伊都郡かつらぎ町妙寺字クボリ
95-3

0736-22-7531
0736-22-7896

障害福祉サービス事業 和

あさひ　◇
〒649-7114
伊都郡かつらぎ町大字西飯降
字白田谷461-6

0736-23-3010
0736-23-3011

特別養護老人ホーム あさひ

紀和福祉会　◇
〒649-7121
伊都郡かつらぎ町丁ノ町2385-
1

0736-22-2020
0736-22-1616

特別養護老人ホーム やまぼうし

萩原会　◇
〒648-0111
伊都郡九度山町河根807-64

0736-54-9080
0736-54-9160

特別養護老人ホーム 友愛苑

聖愛会　◇
〒648-0211
伊都郡高野町高野山44-22

0736-56-4990
0736-56-5023

特別養護老人ホーム 南山苑

0736-36-5055
0736-37-3522

橋　本　市　・　伊　都　郡

※　＝　 橋本市　健康福祉部　福祉課

紀之川寮　※
〒648-0072
橋本市東家905

0736-32-0324
0736-32-0631

顕陽会
〒649-7206
橋本市高野口町向島221-11

0736-43-1162
0736-43-19６2

泉新会
〒648-0054
橋本市城山台1-17-4



法　人　名 主たる事務所所在地
電話番号

ＦＡＸ番号
主な運営施設事業種別 主な運営施設名（所在地）

　　　　　　　　TEL　0737-83-1111

有田ひまわり福祉
会※

〒649-0306
有田市初島町浜1756-1

0737-83-2298
0737-82-1998

障害福祉サービス事業 ひまわり作業所、通所施設にじ

守皓会　※
〒649-0316
有田市宮崎町911

0737-82-0688
0737-82-0606

特別養護老人ホーム 田鶴苑、愛宕苑、ありだ橘苑

有田つくし福祉会
◎

〒643-0005
有田郡湯浅町栖原187-1

0737-64-1866
0737-64-1867

障害福祉サービス事業 つくし共同作業所

保育所 ひまわり保育園

福祉型児童発達支援センター おひさま園

耕寿会　◇
〒643-0002
有田郡湯浅町青木826-1

0737-63-2776
0737-63-2788

（地域密着型）
特別養護老人ホーム

平安のまち

在宅複合型施設 ひろの里

特別養護老人ホーム なつあけの里ささゆり苑

ささゆり福祉会
〒643-0072
有田郡広川町山本1521-4

0737-62-5105
0737-62-5707

保育所 ポッポ保育園

保育所
ひまわり保育園（和歌山市）、第2
ひまわり保育園（和歌山市）

特別養護老人ホーム 広川苑

軽費老人ホーム ヘリオス

きびコスモス会　◎
〒643-0811
有田郡有田川町庄字切山
1040-6（旧吉備町）

0737-52-8560
0737‐23‐7761

障害福祉サービス事業 コスモス作業所

昭仁会双苑　◇
〒643-0022
有田郡有田川町奧222-1（旧
吉備町）

0737-53-2251
0737-53-2252

特別養護老人ホーム 吉備苑、しみず園（受託）

一恵会　◇
〒643-0142
有田郡有田川町小川992（旧金
屋町）

0737-32-3221
0737-32-3370

特別養護老人ホーム 寿楽園

おもと会　◎
〒643-0151
有田郡有田川町長谷川321-1（旧
金屋町）

0737-32-2370
0737-32-3465

障害福祉サービス事業 おもと園

千翔会　◎
〒643-0855
有田郡有田川町上中島859-1
（旧吉備町）

0737-52-6789
0737-53-3008

障害福祉サービス事業 まごころランド

桜樹　※
〒649-0315
有田市山地18

0737-23-8251
0737-23-8252

障害福祉サービス事業 さくらんぼ園

和歌山ひまわり会
◇

〒643-0075
有田郡広川町和田18

0737-65-0555
0737-62-5235

有　田　市　・　有　田　郡

※　＝　 有田市　市民福祉部　福祉課

ひまわり福祉会　◎
〒643-0002
有田郡湯浅町青木564-1

0737-62-4997
0737-64-1830

きたば会　◇
〒643-0051
有田郡広川町下津木1105-5

0737-67-9132
0737-67-9133



法　人　名 主たる事務所所在地
電話番号

ＦＡＸ番号
主な運営施設事業種別 主な運営施設名（所在地）

TEL　0738-23-5508、5645、5851

しんせい会　※
〒649-1342
御坊市藤田町吉田550-9

0738-22-6829
0738-24-2261

保育所 しんせい保育園

特別養護老人ホーム
日高博愛園、ゆら博愛園（由良
町）、ひだか博愛園みちしお（日
高町）

介護老人保健施設 リバティ博愛

軽費老人ホーム
ケアハウス博愛、ケアハウス博愛
みちしお（日高町）

たんぽぽ福祉会
※

〒644-0033
御坊市熊野162-2

0738-23-4180
0738-32-0066

保育所 たんぽぽ乳幼児保育園

きのくに福祉会　◇
〒644-0033
御坊市熊野44-4

0738-22-5500
0738-32-7100

特別養護老人ホーム ごぼうの郷

障害福祉サービス事業

太陽作業所、太陽川辺作業所（旧
川辺町）、パン工房サンフルひだ
か（日高町）、ワークステーション
ひだか（日高町）

福祉型児童発達支援センター 通園みらい

こじかの会
〒644-0044
日高郡美浜町和田2111-55

0738-22-9785 保育所 こじか保育園

敬愛会　◇
〒644-1111
日高郡日高川町船津1664（旧中津
村）

0738-54-0071
0738-54-0074

特別養護老人ホーム 白寿苑

清英会　◇
〒645-0004
日高郡みなべ町埴田1450-1

0739-84-2551
0739-84-2260

特別養護老人ホーム 虹

なかよし作業所

ハートホーム

同仁会　◇
〒649-1533
日高郡印南町山口150－１

0738-42-8100
0738-42-0500

特別養護老人ホーム ｶﾙﾌｰﾙ･ﾄﾞ･ﾙﾎﾟ印南

老人デイサービス事業
デイサービスセンターキタデ
フィットネスデイキタデRe
ゆうゆうⅠ、ゆうゆうⅡ

老人居宅介護等事業 ヘルパーステーションキタデ

障害福祉サービス事業

黎明菫会　※
〒644-0011
御坊市湯川町財部728-4

0738-52-5020
0738-24-3155

太陽福祉会　◎
〒644-0044
日高郡美浜町和田1138

0738-22-4885
0738-22-4875

なかよし福祉会　◎
〒645-0004
日高郡みなべ町埴田1444ｰ1

0739-72-5130
0739-72-5720

御　坊　市　・　日　高　郡

※　＝　 御坊市　市民福祉部　社会福祉課、健康福祉課、介護福祉課

博愛会　◇
〒644-0023
御坊市名田町野島1-9

0738-29-3181
0738-29-3182



法　人　名 主たる事務所所在地
電話番号

ＦＡＸ番号
主な運営施設事業種別 主な運営施設名（所在地）

　　　　　　　　TEL　0739-26-4900

いずみ会　※
〒646-0028
田辺市高雄三丁目33-1

0739-22-2767
0739-26-3940

保育所 いずみ保育園、芳養保育所

上秋津福祉会　※
〒646-0001
田辺市上秋津2310-9

0739-35-1010
0739-35-1050

介護老人保健施設 あきつの

幸築会　※
〒646-0005
田辺市秋津町206-4

0739-22-3021
0739-22-3188

保育所 会津保育所、あゆみ保育所

特別養護老人ホーム 真寿苑、第二真寿苑

児童養護施設 くすのき

養護老人ホーム 千寿荘

軽費老人ホーム ケアハウス神島

浜木綿会　※
〒646-0036
田辺市上屋敷二丁目14-25

0739-22-8451
0739-22-3251

保育所 ＮＵＫＵ森の丘こども園

ふたば福祉会　◎
〒646-0023
田辺市文里1-15-13

0739-25-5667
0739-25-5510

障害福祉サービス事業
ふたば作業所、ふたば第二作業
所、ふたば神島ホーム、あすか作
業所（上富田町）

地域活動支援センター
紀南障害者地域生活支援セン
ター

障害福祉サービス事業

ゆうあいホーム、やおき工房、龍の里
作業所（旧龍神村）、古道ケ丘（旧中
辺路町）、ハモニティー、すまいる（み
なべ町）、いなづみ作業所(すさみ町）

優姜会　※
〒646-0022
田辺市東山一丁目7-23

0739-24-6500
0739-24-6577

老人介護支援センター

わんぱく福祉会
※

〒646-0011
田辺市新庄町2222-1

0739-81-2666
0739-81-2667

保育所 わんぱく保育所

障害者支援施設 中辺路白百合学園

特別養護老人ホーム 白百合ホーム

大塔あすなろ会
◎

〒649-2105
西牟婁郡上富田町朝来3777-
1

0739-34-3384
0739-34-3374

障害者支援施設
あすなろ花卉の郷（上富田町）、あ
すなろ平瀬の郷（田辺市）

紀成福祉会　◇
〒646-1101
田辺市鮎川1313（旧大塔村）

0739-49-0808
0739-49-0910

特別養護老人ホーム
鮎川園、龍トピア（旧龍神村）、美
山の里（旧美山村）

熊野福祉会　◇
〒647-1716
田辺市本宮町上大野97-1

0735-42-1556
0735-42-1757

特別養護老人ホーム
熊野本宮園、熊野川園（旧熊野川
町）

紀心会　※
〒646-0062
田辺市明洋二丁目23-38

0739-25-2126
0739-26-3322 保育所 こどものへや保育園

堅田保育園
〒649-2201
西牟婁郡白浜町堅田2487－
31

0739-42-4361
0739-42-2521

保育所 堅田保育園、堅田第二保育園

白浜コスモス福祉
会　◎

〒649-2211
西牟婁郡白浜町2927-219

0739-43-2359
0739-33-7734

障害福祉サービス事業 白浜コスモスの郷、コスモスホーム

特別養護老人ホーム 成樹園、成実園

介護老人保健施設 成華苑

軽費老人ホーム
ケアハウス南紀、第２ケアハウス南
紀

南紀白浜福祉会
◇

〒649-2325
西牟婁郡白浜町富田1703

0739-45-2222
0739-45-0708

やおき福祉会　◎
〒646-0216
田辺市下三栖1475－201

0739-23-5940
0739-33-7813

中辺路白百合学園
※

〒646-1435
田辺市中辺路町小皆74

0739-64-1484
0739-64-1373

南紀のぞみ会　◎
〒646-0015
田辺市たきない町7-12

0739-33-7466
0739-33-7713

障害者支援施設 のぞみ園、第二のぞみ園

真寿会　※
〒646-0012
田辺市神島台6-1

0739-81-2212
0739-81-2213

田辺市社会福祉事
業団　※

〒646-0015
田辺市たきない町22-1

田　辺　市　・　西　牟　婁　郡

※　＝　 田辺市　保健福祉部　福祉課

0739-26-4830
0739-26-8970



法　人　名 主たる事務所所在地
電話番号

ＦＡＸ番号
主な運営施設事業種別 主な運営施設名（所在地）

紀伊の郷　◎
〒649-2521
西牟婁郡白浜町大古759-1
（旧日置川町）

0739-52-3678
0739-52-3671

障害者支援施設 日置川みどり園

神愛会　◇
〒649-2102
西牟婁郡上富田町岩田2754-
3

0739-47-1234
0739-47-4329

特別養護老人ホーム 愛の園

医療型障害児入所施設 南紀医療福祉センター

障害者支援施設

有功ヶ丘学園（和歌山市）、牟婁
あゆみ園、牟婁さくら園、由良あか
つき園（由良町）、由良みのり園、
古座あさかぜ園（旧古座町）、南
紀あけぼの園

福祉型障害児入所施設
有功ヶ丘学園（和歌山市）、南紀
あけぼの園

福祉型児童発達支援センター 児童発達支援センターふうか

児童養護施設 ひまわり寮

すさみ福祉会　◇
〒649-2621
西牟婁郡すさみ町周参見
2362-1

0739-55-3484
0739-55-3313

特別養護老人ホーム はまゆう園

和歌山県福祉事業
団　　◎

〒649-2102
西牟婁郡上富田町岩田2456-
1

0739-47-6640
0739-47-6645



法　人　名 主たる事務所所在地
電話番号

ＦＡＸ番号
主な運営施設事業種別 主な運営施設名（所在地）

　　　　　　　　TEL　0735-23-3345

紀新会　※
〒647-0072
新宮市蜂伏14-19

0735-31-8520
0735-31-8530

特別養護老人ホーム 温泉ハウスくまの

障害者支援施設 なぎの木園

障害福祉サービス事業 第二なぎの木園

黒潮園　※
〒647-0061
新宮市三輪崎2471-1

0735-22-5689
0735-21-3220

特別養護老人ホーム 黒潮園

幸正会　※
〒647-0061
新宮市三輪崎字永田1134-1

0735-31-8276
0735-31-8276

保育所 白梅保育園

保育所 はまゆうこども園

軽費老人ホーム ケアハウスはまゆう園

新木会　※
〒647-0081
新宮市新宮2242

0735-21-3753
0735-23-2172

保育所 新木保育園

杉の木会　※
〒647-0031
新宮市田鶴原町1-3-10

0735-22-7983
0735-22-7983

保育所 たづはら保育園

聖十字福祉会　※
〒647-0041
新宮市野田2-4

0735-22-3715
0735-22-3717

保育所 マリア保育園

障害者支援施設
杉の郷（旧熊野川町）、杉の郷え
ぼし寮

障害福祉サービス事業
障害児者支援センター虹、ワーク
ランドそら

三輪崎隣保館　※
〒647-0061
新宮市三輪崎2-15-6

0735-31-7152
0735-31-7382

保育所 三輪崎保育園

わかば福祉会　※
〒647-0042
新宮市下田2-6-40

0735-21-5618
0735-22-8570

障害福祉サービス事業
わかば園作業所、わかばグルー
プホーム、わかば園第二作業所

弘德会 ※
〒647-0073
新宮市木ノ川360宝珠寺内

0735-31-8466
0735-31-5447

幼保連携型認定こども園 木の川認定こども園

串本福祉会　◇
〒649-3512
東牟婁郡串本町二色160

0735-62-5165
0735-62-5338

特別養護老人ホーム にしき園

杉の子会
〒649-4113
東牟婁郡串本町津荷29-2

0735-72-3571
0735-72-6266

幼保連携型認定こども園 上野山こども園

つばさ福祉会　◎
〒649-4115
東牟婁郡串本町古座字鎌ヶ谷
1004

0735-72-1900
0735-72-1991

障害福祉サービス事業 エコ工房四季

特別養護老人ホーム 古座川園

介護老人保健施設 あじさい苑

軽費老人ホーム 湯ごりの郷

障害福祉サービス事業 いなほ作業所

福祉型児童発達支援センター 児童発達支援センター通園くじら

紀友会　◇
〒649-5314
東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮
850-1

0735-52-5534
0735-52-5133

特別養護老人ホーム 日好荘那智園

若葉福祉会
〒649-5331
東牟婁郡那智勝浦町天満
1373-1

0735-52-2234
0735-52-2246

保育所 わかば保育園

いなほ福祉会　◎
〒649-5146
東牟婁郡那智勝浦町中里575

0735-57-0334
0735-57-0335

美熊野福祉会　※
〒647-0072
新宮市佐野1026-1

0735-31-3701
0735-31-3702

高瀬会　◇
〒649-4224
東牟婁郡古座川町高瀬353

0735-72-3600
0735-72-3356

新　宮　市　・　東　牟　婁　郡

※　＝　 新宮市　健康福祉部　福祉課

熊野緑会　※
〒647-0073
新宮市木ノ川703

0735-31-5371
0735-31-7789

真福会　※
〒647-0015
新宮市千穂1-3-19

0735-21-0440
0735-21-0827



（別紙） 

 

檸檬会 保育所（全３７） 

 

 レイモンドみてじま保育園（大阪市） 

 レイモンドおひさま保育園（大阪市） 

 レイモンド梅田北保育園（大阪市） 

 レイモンド大津保育園（滋賀県大津市） 

 レイモンド坂戸保育園（埼玉県坂戸市） 

 レイモンド淡海保育園（滋賀県大津市） 

 レイモンド川崎保育園（神奈川県川崎市） 

 レイモンド西淀保育園（大阪市） 

 レイモンド南蒲田保育園（東京都大田区） 

 レイモンド田無保育園（東京都西東京市） 

 レイモンド橋本保育園（神奈川県相模原市） 

 レイモンド橋本保育園（分園）（神奈川県相

模原市） 

 レイモンド大薮保育園（滋賀県彦根市） 

 レイモンド茅ヶ崎保育園（神奈川県茅ヶ崎

市） 

 レイモンド庄中保育園（愛知県尾張旭市） 

 レイモンド向日保育園（京都府向日市） 

 レイモンド湘南保育園（神奈川県茅ヶ崎市） 

 レイモンド南町田保育園（東京都町田市） 

 レイモンド小牧保育園（愛知県小牧市） 

 レイモンド川越保育園（埼玉県川越市） 

 豊山町立青山保育園（愛知県西春日井） 

 レイモンド戸ケ崎保育園（埼玉県三郷市） 

 レイモンド新三郷保育園（埼玉県三郷市） 

 レイモンド花畑保育園（東京都足立区） 

 レイモンド西橋本保育園（神奈川県相模原

市） 

 レイモンド調布保育園（東京都調布市） 

 レイモンドあしびな－保育園（沖縄県那覇

市） 

 レイモンド鳥越保育園（東京都台東区） 

 レイモンド元住吉保育園（神奈川県川崎市） 

レイモンドみらい園（滋賀県大津市） 

 レイモンド下高井戸保育園（東京都杉並区） 

 レイモンド東矢倉保育園（滋賀県草津市） 

 レイモンド中原保育園（神奈川県川崎市） 

 レイモンド汐見丘保育園（千葉市） 

 レイモンド大萱保育園（滋賀県大津市） 

 レイモンド中瀬保育園（東京都杉並区） 

 レイモンドヒルズ保育園(奈良県生駒郡三郷

町) 

 

 


