
【美馬警察署管内】
事業所名 住所
徳島県美馬警察署 美馬市脇町字拝原
丸忠笠井海産（有） 美馬市脇町字拝原
グリーンレミコン（株） 美馬市木屋平字森遠
徳島県西部総合県民局　県土整備部（美馬） 美馬市脇町大字猪尻
四国電力送配電株式会社　池田支社 脇町サービスセンター 美馬市脇町字拝原
訪問看護ステーション マリル 美馬市脇町大字脇町
三笠電機（株）本店 美馬市脇町大字猪尻
徳島県西部総合県民局　農林水産部 （美馬） 美馬市脇町大字猪尻
社会福祉法人　徳島県手をつなぐ育成会　ルキーナ・うだつ 美馬市脇町字小星
日本郵便株式会社脇町郵便局 美馬市脇町大字猪尻
徳島県西部総合県民局 保健福祉環境部　美馬保健所 美馬市穴吹町穴吹
金崎モータース 美馬市脇町木ノ内
西部興業（有） 美馬市穴吹町穴吹
美馬農業協同組合 美馬市脇町字拝原
（株）脇町自動車学校 美馬市脇町馬木
美馬市消防本部 美馬市脇町字拝原
(株)セイコク 美馬市脇町大字北庄
美馬市役所 美馬市穴吹町穴吹
医療法人　藤野会　成田病院 美馬市脇町字拝原
中央電器（有） 美馬市脇町大字猪尻
（有）内藤建設 美馬市脇町大字脇町
（株）久保組 美馬市穴吹町口山
（有）都倉電工 美馬市穴吹町三島
美馬環境整備組合 美馬市脇町新町
（株）ウッドピア 美馬市木屋平字弓道
（株）エス・ビー・シー 美馬市脇町字西赤谷
東海産業（株）脇町支店 美馬市脇町字井口
社会福祉法人 徳島県身体障害者連合会 小星園 美馬市脇町字小星
美馬市木屋平市民サービスセンター 美馬市木屋平
医療法人 峰寿会 美馬市脇町字拝原
（有）松尾建材 美馬市脇町字曽江名
社会福祉法人 三美厚生団 障害者支援施設 かしがおか 美馬市脇町字拝原
喜多機械産業（株）穴吹営業所 美馬市穴吹町三島
㈱梅津建設 美馬市木屋平字川上
藤田商事株式会社　本社 美馬市脇町大字猪尻
（株）津川組 美馬市穴吹町三島
（株）栄工製作所 美馬市脇町字北星
徳島県西部総合県民局　地域創生観光部 （美馬） 美馬市脇町大字猪尻
（株）佐野産業 美馬市脇町字西俣名
株式会社原田組 美馬市木屋平
公益社団法人　美馬市シルバー人材センター 美馬市脇町大字脇町
徳島トヨタ自動車㈱  脇町店 美馬市脇町字拝原
相互自動車（株） 美馬市脇町曽江名
植松自動車 美馬市脇町字拝原
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン（株）徳島西営業所 美馬市脇町大字猪尻
（有）ラッキー産業 美馬市脇町別所
社会福祉法人 美馬市社会福祉協議会 美馬市脇町大字脇町
社会福祉法人 美馬市社会福祉協議会 美馬市脇町デイサービスセンター｢おちあ
い荘｣

美馬市脇町字西赤谷

(株)美馬電気通信工業 美馬市脇町新町
美馬森林組合　南部支所 美馬市穴吹町三島
株式会社みなみ 美馬市脇町馬木
（株）北條 美馬市脇町字拝原
社会福祉法人 美馬市社会福祉協議会 美馬市穴吹デイサービスセンター｢ライフケ
アたがた｣

美馬市穴吹町口山

医療法人 桜樹会 桜木病院 美馬市脇町木ノ内
社会福祉法人 美馬市社会福祉協議会 美馬市木屋平デイサービスセンター｢つる
ぎの里｣

美馬市木屋平字谷口

(有)藤本重機 美馬市脇町井口
（有）垂水興業 美馬市脇町字拝原
（有）吉野川バラス 美馬市穴吹町穴吹
（有）塩田組 美馬市脇町大字脇町
都築造園土木株式会社 美馬市脇町馬木



（株）大和土建 美馬市木屋平字川井
（株）ダイトウ 美馬市脇町別所
（株）中央建設 美馬市脇町大字脇町
有限会社平田組 美馬市穴吹町古宮
（有）長江ストア 美馬市脇町字曽江名
（株）三好板金工作所 美馬市穴吹町三島
（有）敷島モータース 美馬市穴吹町口山
代行みっちゃん 美馬市脇町大字猪尻
運転代行　ＥＭＩ 美馬市脇町大字脇町
医療法人芳越会 訪問看護ステーションみやの 美馬市脇町大字脇町
徳島県立穴吹高等学校 美馬市穴吹町穴吹
（有）とみなが 美馬郡つるぎ町貞光
（株）井上組 美馬郡つるぎ町半田
（株）北岡組 美馬市美馬町字妙見
光建設㈱ 美馬郡つるぎ町貞光
貞光食糧工業（株） 美馬郡つるぎ町貞光
共同企業体 四国アスコン 美馬市美馬町字上野
トラストコンクリート（株） 美馬郡つるぎ町貞光
社会福祉法人　清寿会 美馬郡つるぎ町貞光
徳島県食糧卸協同組合 美馬郡つるぎ町貞光
社会福祉法人 美馬市社会福祉協議会 美馬市美馬デイサービスセンター｢池月
苑｣

美馬市美馬町字谷尻

四国アルフレッサ㈱徳島第二支店　徳島西部出張所 美馬郡つるぎ町貞光
つるぎ町役場 一宇支所 美馬郡つるぎ町一宇
三正技建（有） 美馬市美馬町字上野
日本郵便株式会社半田郵便局 美馬郡つるぎ町半田
つるぎ町役場 美馬郡つるぎ町貞光
（株）広沢組 美馬郡つるぎ町一宇
ヤンマーアグリジャパン株式会社わきまち支店 美馬市脇町大字脇町
（医）至心会 折野病院 美馬市美馬町字ナロヲ
（株）藤原測量設計 美馬市美馬町字中横尾
（有）松原電器 美馬郡つるぎ町半田
（有）松林自動車工業 美馬市美馬町字鍵掛
（有）田中建設 美馬郡つるぎ町半田
岡村建設（株） 美馬郡つるぎ町貞光
（株）松考建設 美馬郡つるぎ町半田
（株）アスティス つるぎ支店 美馬郡つるぎ町貞光
浪越製瓦企業組合 美馬市美馬町字八幡
マナベ電機（株） 美馬郡つるぎ町貞光
藤山建設（株） 美馬市美馬町字滝下
（株）成和　貞光工場 美馬郡つるぎ町貞光
貞光陸運 美馬郡つるぎ町貞光
（有）高木建設 美馬市美馬町字露口
生活協同組合 とくしま生協 美馬支所 美馬市美馬町字中通
（株）デイリーマート 美馬市脇町大字猪尻
加藤建設（有） 美馬市美馬町字黒砂
コマツカスタマーサポート㈱近畿四国カンパニー 徳島支店 徳島西営業所 美馬市美馬町字上野
(株)ファウント 美馬市美馬町字轟
日本郵便株式会社貞光郵便局 美馬郡つるぎ町貞光
公益社団法人徳島県看護協会 訪問看護ステーション半田 美馬郡つるぎ町半田
徳島県立つるぎ高等学校 美馬郡つるぎ町貞光
（有）栗尾商店 美馬郡つるぎ町貞光
美馬市役所 水道庁舎 美馬市美馬町字大宮西
イーグル運転代行 美馬郡つるぎ町貞光
（株）かねひ活鳥 美馬市美馬町字横尾
ＢＸ朝日建材（株）本社工場 美馬郡つるぎ町貞光
徳島県農業共済組合 西部支所 美馬市脇町大字猪尻
ケアハウス健祥会うだつ 美馬市脇町大字脇町
（有）マリル デイサービスセンター こはる脇町 美馬市脇町大字脇町
(株)喜代美山荘 ブルーヴィラあなぶき 美馬市穴吹町口山
（一社）徳島県森林協会 美馬事務所 美馬市脇町大字猪尻
大塚製薬（株）徳島美馬工場 美馬市美馬町字里平野
日本フネン（株）脇町工場 美馬市脇町馬木
（株）中四国クボタ 美馬営業所 美馬市脇町字宮ノ下東
ちょうさん代行 美馬市脇町字曽江名
介護老人保健施設 センターヴィレッジ 美馬市脇町字拝原



セコム（株）四国本部 脇町営業所 美馬市脇町字拝原
つるぎ木材加工協同組合 美馬郡つるぎ町貞光
徳島自動車部品センター（株）西部営業所 美馬市穴吹町三島
医療法人芳越会ホウエツ病院 美馬市脇町大字猪尻
老人保険施設　健祥会ヘルス 美馬市穴吹町三島
社会福祉法人徳島県手をつなぐ育成会　スカイピア 美馬市脇町字小星
株式会社かんぽ生命　徳島支店　脇町郵便局　かんぽサービス部 美馬市脇町大字猪尻
株式会社横河ブリッジ　玉振谷橋他２橋耐震補強作業所 美馬市美馬町字寺ノ下
株式会社南海MJE　脇町営業所 美馬市脇町大字猪尻
有限会社　みどり建設 美馬市美馬町字細野
徳島ヤクルト販売（株）美馬センター 美馬市脇町木ノ内
徳島県手をつなぐ育成会　こども発達支援事業所イノセント 美馬市脇町馬木
石川電気工事株式会社 美馬市脇町別所
藤田商事株式会社　脇町充填所 美馬市脇町馬木
蓬莱会高齢者総合ケアセンター　ケアプラザ美馬 美馬市美馬町字高畑


