
【三好警察署管内】
事業所名 住所
徳島県三好警察署 三好市池田町ウエノ
㈱三加茂自動車学校 三好郡東みよし町加茂
四国電力送配電（株）池田支社 三好市池田町シマ
東みよし町役場 三好庁舎 三好郡東みよし町昼間
（有）東瀬建設 三好市東祖谷樫尾
㈱  三庄 三好郡東みよし町中庄
㈱阿波銀行池田支店 三好市池田町マチ
（株）四電工 池田営業所 三好市池田町シマ
（有）中平建工 三好市東祖谷久保
徳島県西部総合県民局県土整備部(三好) 三好市池田町マチ
（株）大境組 三好市山城町下名
祖谷生コン㈱ 三好市東祖谷若林
国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 池田国道維持出張所 三好市池田町ウエノ
丸浦工業㈱ 三好市池田町シンマチ
合資会社 山口組 三好市三野町太刀野
四電ビジネス（株）徳島支店 不動産事業部池田営業所 三好市池田町シマ
腕土建（株） 三好市井川町井内東
徳島県立三好高等学校 三好市池田町州津
（株）明和クリーン 三好市山城町寺野
医療法人 恵済会 三好郡東みよし町中庄
日本郵便（株）川口郵便局 三好市山城町大川持
芳水酒造（有） 三好市井川町辻
社会福祉法人東みよし町社会福祉協議会　東みよし町デイサービスセンター　さざ
んか荘

三好郡東みよし町足代

三好市役所 山城支所 三好市山城町大川持
（有）采本建設 三好市東祖谷樫尾
第一建設㈱ 三好市三野町加茂野宮
株式会社豊田 三好郡東みよし町昼間
古川建設(有) 三好市三野町勢力
三縄建設（株） 三好市池田町中西
三好市役所 三野支所 三好市三野町芝生
(有)堺モータース 三好市山城町黒川
西部総合県民局　地域創生観光部（三好） 三好市池田町マチ
ＮＩＳＭＯＣ（株） 三好市池田町中西
（有）三加茂ボデー 三好郡東みよし町加茂
社会福祉法人 池田博愛会 箸蔵山荘 三好市池田町州津
四国地方整備局 四国山地砂防事務所 三好市井川町西井川
徳島県西部総合県民局 保健福祉環境部 （三好）三好保健所 三好市池田町マチ
ハロー代行 三好市池田町州津
株式会社藤川土建 三好郡東みよし町昼間
よしの川代行 三好郡東みよし町足代
三好市役所 東祖谷支所 三好市東祖谷京上
（有）坂本電気商会 三好市池田町シマ
株式会社横関建設 三好郡東みよし町足代
阿波みよし農業協同組合 三好郡東みよし町昼間
三好市役所 西祖谷支所 三好市西祖谷山村一宇
三好市役所 三好市池田町シンマチ
三好市役所 井川支所 三好市井川町辻
三好市教育委員会 三好市池田町サラダ
徳島トヨタ自動車（株）三加茂店 三好郡東みよし町西庄
社会福祉法人　池田博愛会セルプ箸蔵 三好市池田町州津
四国開発土木㈱ 三好郡東みよし町中庄
日本郵便（株）三野郵便局 三好市三野町芝生
（福）三美厚生団特別養護老人ﾎｰﾑ           みのだ苑 三好市井川町片山
日本郵便（株）西祖谷郵便局 三好市西祖谷山村一宇
日本郵便（株）東祖谷郵便局 三好市東祖谷京上
社会福祉法人池田博愛会すぎのこ 三好市池田町州津
有限会社続組 三好市東祖谷菅生
日本郵便（株）辻町郵便局 三好市井川町辻
（有）西岡建設 三好市池田町川崎
日本郵便（株）三加茂郵便局 三好郡東みよし町加茂
三好市社会福祉協議会 池田本所 三好市池田町サラダ
喜多機械産業（株）三好営業所 三好郡東みよし町足代



（株）山城もくもく 三好市山城町下川
四電エンジニアリング（株）徳島支店 池田事業所 三好市井川町才長谷
㈱マナベ商事 三好市池田町シマ
（株）山全 三好市池田町白地
社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会 三好郡東みよし町西庄
元木建設（有） 三好郡東みよし町加茂
大成ロテック株式会社　阿波池田合材工場 三好市池田町白地
紅葉温泉デイサービスセンター 三好市三野町加茂野宮
日本郵便（株）阿波池田郵便局 三好市池田町マチ
医療法人 静可会 三加茂田中病院 三好郡東みよし町加茂
医療法人 秋田会 三好市池田町州津
大歩危峡観光遊船（有） 三好市山城町西宇
（福）三美厚生団みのだ保育園 三好郡東みよし町昼間
東みよし町役場 三加茂庁舎 三好郡東みよし町加茂
社会福祉法人 山城会 三好市山城町西宇
中央電氣建設株式会社 三好市池田町ヤマダ
三工建設株式会社 三好氏池田町サラダ
西阿ブロック（有） 三好郡東みよし町加茂
（有）西岡土木 三好市西祖谷山村一宇
ラッキー代行 池田営業所 三好市井川町井内西
森永食研株式会社　徳島工場 三好市三野町清水
井下建設（有） 三好市東祖谷高野
（有）久保衛生 三好郡東みよし町加茂
共進建設有限会社 三好市三野町太刀野
ホテルかずら橋 三好市西祖谷山村善徳
社会福祉法人池田博愛会 特別養護老人ホーム 永楽荘 三好市池田町州津
三好市社会福祉協議会 東祖谷支所 三好市東祖谷京上
（有）橋口モータース 三好市山城町下川
みよし広域連合消防本部 三好郡東みよし町足代
医療法人 内田会 三好市池田町中西
有限会社ナカガワ 三好市井川町
三好コンクリートサービス（株）池田工場 三好市池田町州津
三好コンクリートサービス（株）大歩危工場 三好市山城町下名
皆本建設（有） 三好郡東みよし町昼間
（株）横田商事 三好郡東みよし町加茂
（有）武田設備 三好郡東みよし町西庄
（株）大建 三好郡東みよし町昼間
（株）三陽建設 三好郡東みよし町加茂
（株）さくら印刷 三好市池田町州津
三好西部森林組合 三好市山城町西宇
小歩危自動車（株） 三好市山城町西宇
（株）松本コンサルタント 三好支店 三好郡東みよし町昼間
企業組合ミヨシキャスティング 三好郡東みよし町加茂
三野自動車（有） 三好市三野町芝生
山口製材（株） 三好市池田町中西
（有）真鍋自動車 三好郡東みよし町足代
社会福祉法人　池田博愛会　池田学園 三好市池田町州津
秋田林業 三好市山城町大野
美濃田石油(有) 三好郡東みよし町昼間
(株)田原工業 三好市池田町ハヤシ
三好市社会福祉協議会 西祖谷支所 三好市西祖谷山村一宇
有限会社ヤマト重機 三好市池田町州津
阿讃建設有限会社 三好市三野町芝生
阿波池田衛生企業組合 三好市池田町白地
ミヤケ自動車整備工場 三好市池田町佐野
社会福祉法人十字会博愛ヴィレッジ 三好郡東みよし町西庄
（有）北地造園 三好市井川町西井川
健生西部診療所 三好市井川町吉岡
(株)三加茂重機 三好郡東みよし町中庄
（株）ＯＡＳ 三好市池田町州津
有限会社　西川建設工業 三好郡東みよし町中庄
（株）西部 三好市池田町州津
有限会社藤本電気 三好郡東みよし町加茂
（有）ケンミ土木 三好市山城町大和川
（株）大丸 三好郡東みよし町足代
徳島県立池田高等学校 三好市池田町ウエノ



（有）藤本鉄工所 三好市池田町大利
株式会社中村両栄舎印刷所 三好郡東みよし町足代
（有）ヒルマ自動車整備工場 三好郡東みよし町昼間
みよし広域連合 清掃センター 三好市池田町西山
（有）エイムエース 三好市井川町井内東
（有）大谷製材所 三好市山城町下川
英和合同会社 三好郡東みよし町中庄
永楽荘第一在宅介護支援センター 三好市池田町中西
永楽荘 在宅介護支援センター 三好市池田町州津
（有）阿讃企画グループ 三好郡東みよし町加茂
（一社）徳島県森林協会 三好事務所 三好市池田町マチ
社会福祉法人池田博愛会永楽荘ディサービスセンター月 三好市池田町州津
（有）川原電設 三好郡東みよし町加茂
永楽荘 デイサービスセンター星 三好市池田町白地
医療法人　村山内科 三好市池田町サラダ
(有)トマト企画 三好郡東みよし町加茂
社会福祉法人 三好やまなみ会 ワークサポートやまなみ 三好郡東みよし町足代
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはくあい・障害者生活支援ｾﾝﾀｰはくあい・障害者就業･生活支援ｾﾝﾀｰ
はくあい

三好市池田町州津

(株)ふる里会館 三好郡東みよし町加茂
みよし広域連合 介護保険センター 三好市池田町マチ
（株）セイアマテリアル 三好市池田町州津
（有）阿波池田浄化槽サービス 三好市池田町中西
徳島県立池田高等学校　辻校 三好市井川町御領田
みよし広域連合 池田消防署 三好市池田町ウエノ
（有）マリル　訪問看護ステーション　インプロ 三好郡東みよし町足代
徳島健康生活協同組合　西部健生訪問看護ステーション 三好市井川町吉岡
三好コンクリートサービス㈱足代工場 三好郡東みよし町足代
徳島県西部総合県民局 保健福祉環境部（三好） 三好市池田町マチ
世多美代行 三好郡東みよし町西庄
四国電力㈱徳島支店 池田水力センター 三好市池田町シマ
みよし広域連合 東消防署 三好郡東みよし町足代
ミヨシ代行 三好郡東みよし町西庄
（株）徳島マツダ 池田店 三好市井川町西井川
株式会社四國生薬 三好郡東みよし町中庄
（有）伊原製材所 三好郡東みよし町加茂
老人保健施設　健祥会シェーンブルン 三好郡東みよし町中庄
（株）池田警備保障 三好市池田町トウゲ
特別養護老人ホーム　健祥会たんぽぽ 三好郡東みよし町中庄
三好市学校給食センター 三好市池田町州津
株式会社西谷重機 三好市三野町清水
株式会社林業WADA 三好市池田町ウエノ
株式会社　大日　池田営業所 三好市井川町西井川
祖谷渓温泉観光株式会社 三好市池田町松尾
株式会社阿波銀行　加茂支店 三好郡東みよし町加茂
株式会社ニューウェーブ 三好市池田町シンマチ
株式会社南海MJE 三好市池田町マチ
株式会社池田ケーブルネットワーク 三好市池田町ウエノ
東みよし町教育委員会 三好郡東みよし町昼間
三好東部森林組合 三好市三野町加茂野宮
株式会社空の里 三好市池田町イタノ
徳島ヤクルト販売（株）池田センター 三好市池田町州津
阿波スズキ販売株式会社　アリーナ徳島池田店 三好市池田町シマ


