
  徘徊ＳＯＳネットワーク協力機関     平成 29年 5月 1日現在 

№ 事業所名 所在地 

1 介護タクシー夢 吉田町 

2 介護タクシー愛郷急便 吉田町 

3 広島電鉄株式会社 吉田出張所 吉田町 

4 備北交通（株）三次営業所 吉田出張所 吉田町 

5 大半商店 吉田町 

6 米重商店 吉田町 

7 株式会社 万惣 吉田店 吉田町 

8 リカーショップかわさき 吉田町 

9 セブンイレブン安芸高田吉田高校前店 吉田町 

10 ㈲フジ忠 セブンイレブン安芸高田可愛店 吉田町 

11 有限会社 脇地石油店 吉田町 

12 織田産業株式会社 吉田町 

13 大成石油(株)吉田サービスステーション 吉田町 

14 株式会社 オキタ石油 吉田町 

15 コスモ薬局福祉用具貸与事業所 吉田町 

16 
特別養護老人ホーム百楽荘・百楽荘居宅介護支援事業所・

百楽荘訪問介護事業所・百楽荘デイサービスセンター 
吉田町 

17 社会福祉法人 安芸高田市社会福祉協議会 吉田町 

18 安芸高田市医師会 吉田町 

19 広島県厚生農業協同組合連合会吉田総合病院 吉田町 

20 特定非営利活動法人 匠の家 ケアホーム匠 吉田町 

21 こだま整形外科医院 吉田町 

22 株式会社 山本家具店 吉田町 

23 株式会社 広島銀行 吉田支店 吉田町 

24 広島市信用組合 吉田支店 吉田町 

25 郵便局㈱吉田郵便局 吉田町 
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26 吉田入江郵便局 吉田町 

27 可愛郵便局 吉田町 

28 丹比郵便局 吉田町 

29 広島北部農業協同組合 吉田町 

30 財団法人 安芸高田市地域振興事業団 吉田町 

31 広島ガス高田販売株式会社 吉田町 

32 有限会社 いしがみ 八千代町 

33 (株)池田商店 八千代町 

34 セブンイレブン広島八千代南店 八千代町 

35 日南商事株式会社 八千代町 

36 医療法人医仁会 デイサービスセンター幸せ物語八千代 八千代町 

37 特別養護老人ホームレークサイド土師 八千代町 

38 刈田郵便局 八千代町 

39 郵便局会社 八千代郵便局 八千代町 

40 (有)中迫商店 美土里町 

41 宮本商会 美土里町 

42 鉄橋商店 美土里町 

43 株式会社 A コープ西日本 Ａコープみどり店 美土里町 

44 ＪＡ広島北部訪問介護事業所 美土里町 

45 北郵便局 美土里町 

46 美土里本郷郵便局 美土里町 

47 横田郵便局 美土里町 

48 生桑郵便局 美土里町 

49 有限会社 生田モータース 美土里町 

50 有限会社 高宮中央交通 高宮町 
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51 株式会社 Ａコープ西日本 たかみや店 高宮町 

52 殿田石油店 高宮町 

53 (有)木下商事 高宮町 

54 特別養護老人ホーム高美園 高宮町 

55 郵便局株式会社 高宮郵便局 高宮町 

56 川根郵便局 高宮町 

57 来原郵便局 高宮町 

58 株式会社 吉川商店 甲田町 

59 (株)住吉 甲田町 

60 協同組合 甲田ショッピングセンタ－ 甲田町 

61 有限会社 下津江石油店 甲田町 

62 特別養護老人ホーム甲田 甲田町 

63 徳永医院 甲田町 

64 広島銀行 吉田支店 甲田出張所 甲田町 

65 小田郵便局 甲田町 

66 甲田郵便局 甲田町 

67 向原タクシー 向原町 

68 あき介護タクシー 向原町 

69 西日本旅客鉄道株式会社 向原駅 向原町 

70 児玉向文堂 向原町 

71 フードショップたけだ 向原町 

72 株式会社 Ａコープ西日本 Ａコープ向原店 向原町 

73 社会福祉法人ちとせ会かがやき 向原町 

74 有限会社サード デイサービスむかいはら 向原町 

75 株式会社 広島銀行 向原支店 向原町 
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76 向原郵便局 向原町 

77 日本郵便株式会社 高陽郵便局 広島市 

 


