
【阿波吉野川警察署管内】
事業所名 住所
吉野川市役所 吉野川市鴨島町鴨島
徳島県阿波吉野川警察署 吉野川市川島町川島
（株）鴨島自動車学校 吉野川市鴨島町鴨島
四国電力送配電㈱徳島支社 鴨島事業所 吉野川市鴨島町鴨島
徳島県県土整備部　東部県土整備局 吉野川庁舎 吉野川市川島町宮島
鴨島造園土木（株） 吉野川市鴨島町上浦
（株）四電工 吉野川営業所 吉野川市川島町児島
阿波バラス（株）山川工場 吉野川市山川町堤外
徳島県東部農林水産局（吉野川） 吉野川市川島町宮島
高越建設㈱ 吉野川市山川町季邦
有限会社三倉屋 吉野川市鴨島町鴨島
（有）藤川建設 吉野川市鴨島町西麻植
日本フネン（株） 吉野川市川島町三ツ島
社会福祉法人 吉野川市社会福祉協議会 吉野川市鴨島町鴨島
かもめスイミングスクール 吉野川市川島町桑村
徳島中央広域連合 西消防署 吉野川市山川町三島
株式会社阿波銀行鴨島支店 吉野川市鴨島町鴨島
徳島中央広域連合 東消防署 吉野川市鴨島町上下島
㈱東洋造花四国工場 吉野川市川島町学
山川郵便局 吉野川市山川町翁喜台
十川工業（有） 吉野川市川島町学
西部家畜保健衛生所 吉野川市鴨島町麻植塚
㈱山内組 吉野川市山川町川田
菊美荘ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 吉野川市鴨島町上下島
吉野川市役所 美郷支所 吉野川市美郷字中筋
石原水道工業㈱ 吉野川市鴨島町飯尾
吉野川市環境局運転管理センター 吉野川市川島町桒村
㈱山本組 吉野川市山川町古城
徳島県厚生農業協同組合連合会 吉野川医療センター 吉野川市鴨島町知恵島
（学）鴨島学園 認定こども園 めぐみ幼稚園 めぐみ保育園 吉野川市鴨島町鴨島
徳島県東部保健福祉局 吉野川保健所 吉野川市鴨島町鴨島
塩田電気（有） 吉野川市山川町川田
（株）中四国クボタ 徳島事務所 吉野川市鴨島町牛島
（株）ヨコタコーポレーション 吉野川市川島町学
忠義堂人形店 吉野川市山川町川田
新興建設㈱ 吉野川市鴨島町西麻植
吉野川市学校給食センター 吉野川市川島町桒村
日本郵便（株）鴨島郵便局 吉野川市鴨島町上下島
（有）篠塚孵化場 吉野川市山川町三島
ネッツトヨタ徳島（株）吉野川店 吉野川市鴨島町西麻植
阿波舗道㈱ 吉野川市鴨島町鴨島
㈱ホンダ北徳島　鴨島店 吉野川市鴨島町牛島
㈱丸八木村商店 吉野川市鴨島町鴨島
鴨島運転代行サービス 吉野川市鴨島町西麻植
社会福祉法人　博友会 吉野川市山川町祇園
（株）マルナガ青果 吉野川市鴨島町上浦
運転代行　京阪 吉野川市鴨島町牛島
（株）四国オイル商事 吉野川市鴨島町上浦
（株）共立電機工業 吉野川市鴨島町麻植塚
（株）松島組 吉野川市鴨島町牛島
（株）三栄設備 吉野川市鴨島町喜来
医療法人さくら診療所 吉野川市山川町前川
田村電設株式会社　吉野川本店 吉野川市山川町前川
戸井畜産 吉野川市山川町古城
（株）東山建設 吉野川市美郷恵美子
阿部商事（株） 吉野川市川島町山田
大伸工業（有） 吉野川市山川町久宗
木村建設有限会社 吉野川市鴨島町麻植塚
レモン代行サービス 吉野川市鴨島町知恵島
坂東産業（株） 吉野川市鴨島町内原
筒井燃料（有） 吉野川市鴨島町鴨島
麻植郡農業協同組合 本所 吉野川市鴨島町鴨島
筒井製絲（株） 吉野川市鴨島町鴨島
原井林業（株） 吉野川市山川町湯立



（株）三木組 吉野川市川島町桑村
医療法人　徳寿会 吉野川市鴨島町内原
（有）森水道設備 吉野川市鴨島町西麻植
クラブ代行 吉野川市山川町町
川内運転代行 吉野川市川島町児島
株式会社デンコー 吉野川市鴨島町牛島
ひかりのくに徳島（有） 吉野川市山川町川田
（有）チップスフーズ 吉野川市山川町翁喜台
徳島県立吉野川高等学校 吉野川市鴨島町喜来
徳島県立川島高等学校 吉野川市川島町桑村
（株）御所リゾート 阿波市土成町吉田
（株）十川ゴム 徳島工場 阿波市阿波町東川原
宮崎商事（株）阿波工場 阿波市市場町上喜来
阿波市農業協同組合 阿波市市場町市場
阿波市役所 阿波市市場町切幡
㈱大木建設 阿波市土成町水田
日本郵便（株）市場郵便局 阿波市市場町香美
井下建工（株） 阿波市土成町浦池
㈱福永組 阿波市市場町上喜来
山本光学（株）徳島工場 阿波市土成町土成
社会福祉法人　阿波市社会福祉協議会阿波支所 阿波市阿波町久原
四国部品㈱ 阿波市市場町市場
（有）土柱ランド新温泉 阿波市阿波町桜ノ岡
徳島県立阿波高等学校 阿波市吉野町柿原
社会福祉法人 阿波市社会福祉協議会 阿波市市場町興崎
JA徳島厚生連　阿波病院 阿波市市場町市場
河原工業㈱ 阿波市阿波町東条
吉野川北岸土地改良区 阿波市阿波町中坪
株式会社チームすみとも（ハートプラザ住友） 阿波市土成町土成
株式会社西條組 阿波市土成町土成
㈱阿波自動車学校 阿波市阿波町東条
吉本屋 阿波市土成町吉田
土柱どんどん 阿波市阿波町桜ノ岡
日本郵便（株）阿波郵便局 阿波市阿波町庚申原
（有）三木金物店 阿波市阿波町南五味知
医療法人ゆうあい会 介護老人保健施設 しょうか苑 阿波市土成町吉田
（医）芳越会 介護老人保健施設 リブイン・クローバー 阿波市市場町市場
（有）吉岡組 阿波市市場町香美
（有）河野工務店 阿波市市場町市場
（有）オートアンドパル 阿波市阿波町中坪
森繁建設（株） 阿波市市場町伊月
（株）阿北電気 阿波市市場町上喜来
板野郡農業協同組合 西部事業所 阿波市土成町土成
（株）阿波三松園 阿波市市場町市場
社会福祉法人蓬莱会 阿波市阿波町北整理
徳島中央広域連合 中消防署 阿波市土成町秋月
有限会社米倉建設 阿波市阿波町南整理
（株）アーキ・トップ 阿波市阿波町丸山
社会福祉法人カリヨン　れもん吉野 阿波市吉野町柿原
須見造園土木（有） 阿波市土成町郡
阿波市農業協同組合 阿波市阿波町南柴生
有限会社大塚クリーンリネス 阿波市阿波町北正広
（株）伊沢自動車 阿波市阿波町元町
(有)原コーポレーション 阿波市土成町吉田
医療法人　照陽会　笠井病院 阿波市阿波町元町
マルセー緑化建設（有） 阿波市市場町大俣
（株）須見商店 阿波市市場町大野島
（株）都築製作所 阿波市阿波町小倉
有限会社笠井デーリィファームズ 阿波市市場町大野島
（株）阿北自動車教習所 阿波市吉野町柿原
佐々木建設株式会社 阿波市吉野町柿原
喜多機械産業（株）吉野機材センター 阿波市吉野町西条
井内電気（有） 阿波市吉野町西条
（有）ヨシノ 阿波市吉野町西条
ジェイエイ徳島燃料サービス(株) 阿波市土成町土成
有限会社　森田建設 阿波市吉野町柿原



有井開発 阿波市吉野町西条
（有）双葉 阿波市市場町市場
（有）板坂組 阿波市土成町高尾
公益社団法人　阿波市シルバー人材センター 阿波市市場町興崎
リコージャパン㈱徳島支社 徳島営業部 阿波事業所 阿波市市場町山野上
阿波つばさ代行 阿波市市場町香美
福ちゃん運転代行 阿波市吉野町西条
おかやま運転代行 吉野川市鴨島町西麻植
徳島トヨタ自動車（株）鴨島店 吉野川市鴨島町麻植塚
医療法人 鈴木内科 吉野川市鴨島町敷地
社会福祉法人 白鳳会　障害者支援施設 野菊の里 吉野川市鴨島町敷地
医療法人 のぞみ 吉野川市山川町祗園
（株）光電カンパニー 吉野川市鴨島町鴨島
（福）白寿会 阿波老人ホーム御所園 阿波市土成町吉田
セントケア吉野川 吉野川市川島町三ツ島
社会福祉法人 池田博愛会 どんぐり 阿波市阿波町東長峰
スマイル代行 吉野川市山川町恵下
日本フネン（株）阿波工場 阿波市土成町宮川内
特定非営利活動法人 山の薬剤師たち たなごころ吉野 阿波市吉野町柿原
こうちゃん代行 阿波市阿波町南整理
田中電気工事株式会社 吉野川市鴨島町山路
中国四国農政局　吉野川北岸二期農業水利事業所 阿波市阿波町東原
有限会社大地コーポレーション 阿波市市場町大野島
徳島県厚生農業協同組合連合会徳島県農村健康管理センター 阿波市阿波町平川原北
(有)久保設備 吉野川市鴨島町上浦
特定非営利活動法人　スマイル 阿波市土成町吉田
（株）エムアンドエフ 阿波市阿波町平川原南
老人保健施設　健祥会ウェル 吉野川市川島町川島
徳島トヨペット（株）鴨島店 吉野川市鴨島町上下島
アイ・エス・フーズ徳島（株） 阿波市土成町成当
日本興業（株）徳島セールスオフィス 阿波市阿波町東条
デイセンター一休さん 阿波市土成町郡
児童デイサービス　大きな木 阿波市土成町土成
新興建設株式会社 吉野川市鴨島町西麻植
グループホーム加尾 阿波市阿波町勝命北
日本中央テレビ株式会社 吉野川市鴨島町上下島
ALC販売株式会社　四国中央本部店 阿波市土成町吉田
株式会社アスケア 吉野川市鴨島町鴨島
ケアハウス健祥会　プロバンス 吉野川市鴨島町内原
日本生命保険相互会社　徳島支社　吉野川営業部 吉野川市鴨島町鴨島
御所リサイクルセンター 阿波市土成町吉田
きりん教室　よしのがわ 吉野川市鴨島町麻植塚
アイル保険サービス株式会社本店 吉野川市川島町三ツ島
トヨタカローラ徳島株式会社　鴨島店 吉野川市鴨島町麻植塚
きりん教室　こうつ 吉野川市山川町川田
トヨタカローラ徳島株式会社　阿波・脇町店 阿波市阿波町善地
徳島ヤクルト販売（株）市場センター 阿波市市場町香美
（株）あおぎワークホーム 吉野川市山川町諏訪
徳島北部森林組合 吉野川市川島町桑村
株式会社ケーブルネットおえ 吉野川市川島町三ツ島
特定非営利活動法人　アスカ 阿波市阿波町久原
阿波市学校給食センター 阿波市市場町切幡
ケアサービスアサヒ徳島西支店 吉野川市鴨島町鴨島
（一社）吉野川市医師会訪問看護ステーション 吉野川市鴨島町飯尾
株式会社阿波銀行市場支店 阿波市市場町香美


