
大台町高齢者見守りネットワーク事業　見守り協力事業所一覧　　（順不同・敬称略）

令和2年8月1日現在

見守り協力事業所

名称 種別 地区
1 大台警察署 三瀬谷
2 大台警察署　栃原警察官駐在所 日進
3 大台警察署　七保警察官駐在所 町外
4 大台警察署　滝原警察官駐在所 町外
5 大台警察署　荻原警察官駐在所 荻原
6 大台警察署　大杉谷警察官駐在所 大杉
7 紀勢地区広域消防組合　奥伊勢消防署 三瀬谷
8 紀勢地区広域消防組合　宮川出張所 領内
9 多気郡農業協同組合　宮川支店 荻原

10 多気郡農業協同組合　奥伊勢営農センター 三瀬谷
11 多気郡農業協同組合　奥伊勢営農センター　宮川店 荻原
12 多気郡農業協同組合　奥伊勢営農センター　大杉谷店 大杉
13 多気郡農業協同組合　大台支店 三瀬谷
14 株式会社　百五銀行三瀬谷支店 三瀬谷
15 三重信用金庫三瀬谷支店 三瀬谷
16 荻原郵便局 荻原
17 栗谷簡易郵便局 荻原
18 領内郵便局 領内
19 大杉谷郵便局 大杉
20 川添郵便局 川添
21 栃原郵便局 日進
22 大台郵便局 三瀬谷
23 下真手簡易郵便局 荻原
24 大台町宮川歯科診療所 荻原
25 伊藤大黒堂薬局 荻原
26 大台町報徳診療所 荻原
27 こやまクリニック 三瀬谷
28 大台厚生病院 三瀬谷
29 第一調剤（株）村田調剤薬局大台店 三瀬谷
30 ファーコス薬局おおだい 日進
31 はあと薬局大台店 日進
32 医療法人社団仁心会　高橋内科 日進
33 上瀬クリニック 日進
34 株式会社さわだ薬局　栃原店 日進
35 勝栄堂薬局 三瀬谷
36 医療法人　積木整形外科 日進
37 なおみ歯科 三瀬谷
38 大石歯科医院 三瀬谷
39 大瀬歯科医院 三瀬谷
40 大台薬品 三瀬谷
41 たんぽぽ薬品 三瀬谷
42 鍼灸整骨院　ツナグ 三瀬谷
43 くすりのとちはら 日進
44 養護老人ホーム　崇雲寮 荻原
45 特別養護老人ホーム　やまびこ荘 荻原
46 大台町介護老人保健施設　みやがわ 荻原
47 （有）余谷木材（サービス付き高齢者向け住宅ねむの樹） 三瀬谷
48 （有）余谷木材（デイサービスセンターねむの木） 三瀬谷
49 大台町社会福祉協議会 川添
50 大台町社会福祉協議会　宮川支所 荻原
51 社会福祉法人　キングスガーデン三重 日進
52 ここあ在宅介護支援サービス 荻原
53 セカンドホーム大台 三瀬谷
54 合同会社奥井社会福祉士事務所 三瀬谷
55 愛の家グループホーム大台 日進
56 サービス付き高齢者向け住宅　徒然長屋 三瀬谷
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57 株式会社フロンティアの介護　グループホームたきの憩 荻原
58 大樹の里 日進
59 福祉の家　みち草 三瀬谷
60 放課後等デイサービス　Seed 三瀬谷
61 居宅介護支援事業所　Seed 三瀬谷
62 （有）大黒屋 三瀬谷
63 喫茶　憩 三瀬谷
64 森のお菓子屋　スピカ 荻原
65 株式会社宮川ＴＫふるさとプラザもみじ館 荻原
66 月壺 荻原
67 カフェ　ひだまり 荻原
68 つる太郎 川添
69 喫茶　エイト 三瀬谷
70 カナエタ 川添
71 赤提灯 三瀬谷
72 カラオケ喫茶　ふるさと 日進
73 (株）松田石油 日進
74 （有）西村石油　三瀬谷給油所 三瀬谷
75 （有）西村石油　神瀬給油所 川添
76 (有)林商店　ホーリーポット 日進
77 (有)林商店　三瀬谷SS 三瀬谷
78 丸文　宮川SS 荻原
79 多気郡農協　真手給油所 荻原
80 川添小学校 川添
81 宮川小学校 荻原
82 三瀬谷小学校 三瀬谷
83 日進小学校 日進
84 ミキヤクリーニング 川添
85 ランドリー白青舎 三瀬谷
86 ファミリーマート大台三瀬谷店 三瀬谷
87 ファミリーマート大台かわぞえ店 川添
88 （有）ヨタニ自動車販売 三瀬谷
89 有限会社　W.A.T 日進
90 トガワ自動車 三瀬谷
91 出口オート 荻原
92 中野自動車鈑金塗装 三瀬谷
93 テントリペアビジョン・Ｍ 領内
94 森本モータース 荻原
95 川添自動車 川添
96 移動スーパー近江屋 日進
97 小椋商店 荻原
98 法菓堂 荻原
99 道の駅　奥伊勢おおだい 三瀬谷

100 野木商店 三瀬谷
101 錦食品 三瀬谷
102 （有）七保堂 川添
103 西洋裁店 日進
104 小川酒店 荻原
105 魚久 大杉
106 大西商店 三瀬谷
107 味彩館　キッチン海ものがたり 日進
108 宮口商店 領内
109 野呂商店 荻原
110 岡本テレビ商会 荻原
111 Ｙショップ　まるしょう 日進
112 寺添たばこ店 三瀬谷
113 印藤金物店 三瀬谷
114 大瀧書店 三瀬谷
115 コメリハード＆グリーン大台店 三瀬谷
116 彩電館よしだ 三瀬谷
117 チアキメガネ 三瀬谷
118 髙山時計メガネ店 日進
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119 染川酒店 日進
120 中日新聞　三瀬谷販売店 三瀬谷
121 瀬古新聞店 三瀬谷
122 宅配クック１２３　多気大台店 三瀬谷
123 紙ふうせん 三瀬谷
124 ㈱利八屋　明治牛乳大台宅配センター 三瀬谷
125 三瀬谷上村タクシー有限会社 三瀬谷
126 宮川タクシー有限会社 荻原
127 山本美容院 荻原
128 美容室ロッキー 三瀬谷
129 ヘアースペース　リーフ 日進
130 すず理容 荻原
131 はあとすぺーす 川添
132 尾上理容業 三瀬谷
133 大西理容店 三瀬谷
134 クレミス美容室 三瀬谷
135 伊藤理容所 三瀬谷
136 やまもと理容 三瀬谷
137 ヘアーサロン　クローバー 荻原
138 理容　木谷 三瀬谷
139 タミ美容院 日進
140 アヤ美容室 日進
141 髪泉 荻原
142 （有）大原木材 領内
143 NPO法人大杉谷さいこうプロジェクト　花・・さくところ 大杉
144 山里民泊　みくり 荻原
145 株式会社　ダイコウ 荻原
146 株式会社　西組 大杉
147 丸西産業有限会社 領内
148 カネセ建設（株） 三瀬谷
149 有限会社　トラスト 三瀬谷
150 小西食品　株式会社 川添
151 小野土木 三瀬谷
152 木下鉄工所 日進
153 ホリカワ 三瀬谷
154 株式会社　下村屋 三瀬谷
155 朝日堂印刷 三瀬谷
156 OKUISE WORKS 川添
157 大台町商工会 三瀬谷
158 株式会社　三栄建設 荻原
159 株式会社　大西縫工所 三瀬谷
160 奥伊勢フォレストピア 荻原
161 株式会社　水谷住建 荻原
162 大台町町立　図書館 三瀬谷
163 カメラのヨシダ 三瀬谷
164 前納鉄工株式会社 三瀬谷
165 NPO法人　エンゲージおおだい 三瀬谷
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