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日本では、これまで世界のどの国や地域も経験したことのない少子高齢化が急激に進んでいます。三好市においても、2017（平成

29）年４月の高齢化率はすでに 41％を超え、団塊の世代が 75 歳を迎える 2025 年には、介護や医療の需要がさらに増加することが

見込まれています。また、今後、地域の高齢化が進むことで、単身や夫婦のみの高齢者世帯が増加し、高齢者の見守りや生活支援が大き

な課題となっていきます。このため、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を三好市としても重要課

題とし、高齢者の方ができる限り住み慣れた地域で自分らしい生活を送れるよう取り組みを進めていきます。 

この「まごのて手帳みよし」は、高齢者の皆さまにさまざまなサービスを提供しているお店などの情報を掲載したもので、高齢者の皆

さまと高齢者にやさしいお店をつなぐことができればと、発刊いたしました。さらに、商品の配達や訪問の際、高齢者の皆さまを温かく

見守りながら、何か異変に気づいたことなどあったときには地域包括支援センターへつないでいただくことで、地域の見守りネットワー

クの強化につながればとも考えています。地域の人材や資源を大切にしながら、人と人がつながり、三好市全体で高齢者を見守り・支え

ていく体制の構築に取り組んでいきますので、引き続き、ご支援・ご協力をお願いいたします。 

 最後になりますが、「まごのて手帳みよし」の発刊にあたり、快くご協力くださった各お店の皆さま、貴重なご意見をいただいた関係

者の皆さまに、心から厚くお礼を申し上げます。 

三 好 市 

 今回、「まごのて手帳みよし」を、民生委員や介護支援専門員の皆さま、市内の医療機関や各地区住協・老人クラブに配布させていただ

きました。この「まごのて手帳みよし」は、2016（平成 28）年９月～2017（平成 29）年３月に実施したアンケートや、地域や関係

機関の皆さまから寄せられた情報を基に作成しています。このため、現時点では、市内のすべてのお店やサービス情報を網羅できている

わけではありません。また、掲載されている情報についても、現在は変更されている場合があります。 

実際にお店やサービスをご利用される場合は、最新情報を直接お店などにご確認いただくことで、皆さまの活動や高齢者支援に「まご

のて手帳みよし」をご活用いただければと思います。 

みよし地域包括支援センター 
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電話注文でお弁当を配達してくれるお店１ 

お店の名前 住所 電話番号 配達エリア 料金等 内 容 

セブンイレブン 

 三好井川店 

井川町西井川 

1036-1 

７６-３６７７ 

 

井川町 お弁当各種 セブンミールというサービスで、会員登録が必

要です。電話などで注文した商品金額が千円（税

込）以上からお届けを承ります（配送料 216 円が

別途必要）。3 千円（税別）以上の注文で配送料無

料です。日用品や生鮮食品もお届けいたします。 

ローソン 

三好池田町ウヱノ店 

池田町ウヱノ 

3103-２ 

７２-３３２０ 池田町 

（旧池田町内 

・箸蔵）  

お弁当各種 年中無休です。 

電話注文での配達や、店内で買った商品の

配達も行っています。 

【配達時間】午前８時～午後６時 

山あい 
池田町ウヱノ 

2618 

７２-１９５５ 池田町 

（旧池田町内） 

昼のお弁当 

500 円 

午前 10 時までに電話で注文受け付けしま

す。売り切れ次第終了です。時間外、エリ

ア外は 10 個以上で配達可能な場合もある

ので、お気軽にお問合せください。 

【定休日】土曜、日曜、祝日 

ぎんざ和囲和囲 
池田町マチ 

2175 

７２-２１３１ 池田町 

（中央分館内 

１～４区） 

昼のお弁当 

600 円 

当日のメニュー品にみそ汁も付きます。 

【配達時間】午前 11 時半～午後２時 

【定休日】毎週木曜、日曜 

※地域によっては配達できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください  
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電話注文でお弁当を配達してくれるお店２ 

お店の名前 住所 電話番号 配達エリア 料金等 内 容 

セブンイレブン 

 三好池田町サラダ店 

池田町サラダ 

1612-34 

７２-８７３７ 

 

池田町 

（半径１ｋｍ以内） 

お弁当各種 セブンミールというサービスで、会員登録が必

要です。電話などで注文した商品金額が千円（税

込）以上からお届けを承ります（配送料 216 円が

別途必要）。3 千円（税別）以上の注文で配送料無

料です。日用品や生鮮食品もお届けいたします。 

㈲池田仕出しセンター 
池田町シマ 

874-８ 

７２-３４５１ 池田町 

（旧池田町内） 

その他要相談 

昼のお弁当 

500 円（税別） 

おかずのみ 

500 円（税別） 

おかずだけの注文も受け付けます。配達スタッ

フが少ないので、配達は午前中に限ります。 

【配達時間】午前９時～12時 

【定休日】年末年始、お盆、日曜日（不定休） 

なかがわ 
池田町中西 

サコダ 165-４ 

７４-１８７２ 池田町 

（旧池田町内・ 

三縄・大利） 

昼のお弁当 

430 円 

540 円 

まとまった数の注文があれば、配達エリア

外もお届けします。 

【配達時間】午前中 

【定休日】土曜、日曜 

㈲谷口商店 
東祖谷 

京上 161-３ 

８８-２０４５ 西祖谷 

東祖谷 

昼のお弁当 550 円 

昼おかずのみ400 円 

夜のお弁当 650 円 

夜おかずのみ500 円 

【配達時間】お昼は午前 11時～11 時半、夜

は午後は５時頃。東西祖谷のデイサービスに参

加されている方は午後２時半頃に、デイサービ

スまでお弁当をお届けしています。 

【定休日】日曜（日曜も要相談） 

※地域によっては配達できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください  
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電話注文でお弁当を配達してくれるお店３ 

お店の名前 住所 電話番号 配達エリア 料金等 内 容 

桃子の愛妻弁当 
美馬市美馬町 

字天神北 34-１ 

0883- 

63-3443 

三野町 

井川町 

池田町 

昼のお弁当 

440 円 

おかずのみ 

380 円 

午後２時以降は営業終了してお電話つな

がりにくくなっております。 

【配達時間】午前中 

【定休日】日曜、年末年始、お盆 

生活協同組合 

とくしま生協 

北島町中村 

字東堤ノ内 30-３ 

0120- 

69-8003 

三野町 

井川町 

池田町（山間地を除く） 

 

その他要相談 

夜のお弁当 

524 円（税別） 

おかずのみ 

477 円（税別） 

宅配スタッフが直接手渡しいたします。安否確認にも

お応えします。ご不在の場合は所定の場所に保冷箱に

入れて置かせていただきます。週３日以上の注文から

配達いたします。 

【配達時間】午後１時～午後５時半 

※配達時間の指定はできません。 

【定休日】土日祝日、ＧＷ、年末年始、お盆 

食宅便 

（日清医療食品株式会社） 

東京都千代田区 

丸の内 2-7-3 

東京ビルディング

20 階 

0120- 

8149-39 

 

【受付時間】 

8:30～20:30 

 

三好市全域 １食あたり 

560 円（税込）～ 

 

 

冷凍の宅配弁当のお届けです。おまかせ、低糖質、塩

分ケア、カロリーケアなどご病気に配慮したコースを

多数用意しています。専用の段ボールにて食宅便を梱

包してお届けします。配送料は１梱包（２セット迄）

390 円です。お支払方法、お届け時間など、ご希望

に応じます。お電話にてまずはお問合せください。 

※地域によっては配達できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください 
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電話注文で配達してくれる食料品店１ 

お店の名前 住所 電話番号 配達エリア 取り扱い商品 内 容 

㈲はりまや商店 
三野町芝生 

1047-１ 

７７-２００８ 三野町 ラーメン・パン・菓子・

アイス・お茶・ジュース 

【配達時間】午前７時～午後７時  

【定休日】なし 

㈲フードセンター 

フジカワ 

池田町ウヱノ 

2795-８ 

７２-１０６５ 旧池田町内 生鮮食品・パン・菓子・

飲料水・酒 

必ず本人に手渡します。支払いは現金でお願いします。 

電話注文は午前 10時 30 分から受付いたします。 

【配達時間】午後１時～５時 

【定休日】日曜 

【配達料】2千円以上で配達料無料 

大坂酒店 
池田町マチ 

2205-１ 

７２-１２１０ 旧池田町内 

その他要相談 

酒類 【配達時間】午前９時～午後９時 

【定休日】不定休 

細田食糧 
池田町サラダ 

1706-３ 

７２-１０３５ 旧池田町内 米穀・半田ソーメン 【配達時間】午前９時～午後５時 

【定休日】日曜、祭日 

モリヤ 
池田町サラダ 

1793-６ 

７２-１０４３ 旧池田町内 惣菜・生鮮食品のほか・

パンや菓子・飲料水・酒 

【配達時間】午前８時～午後１時まで無料 

【定休日】日曜 

宅配サービスあります。 

三好市内 20 ㎏まで 600 円です 

※地域によっては配達できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください 
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電話注文で配達してくれる食料品店２ 

お店の名前 住所 電話番号 配達エリア 取り扱い商品 内 容 

森永牛乳 

池田販売店 

池田町シンマチ 

1285-１ 

７２-０５１６ 池田町 

（旧池田町内・三縄・白

地・馬路・佐野・箸蔵） 

井川町（西井川） 

各牛乳・ヨーグルト・サ

プリメント・豆腐・ドラ

イフーズなど 

森永乳業とサントリーKK の商品を取り扱って

います。 

【配達時間】午前７時までに玄関受取箱に配達。 

【配達料】無料（配達地域内のみ） 

㈲原田食品 
池田町シマ 

763 

７２-０８８３ 池田町 

（旧池田町内・箸蔵）  

井川町  

各種食料品（お米や酒な

ど）惣菜・生鮮食品のほ

か・パンや菓子・飲料水 

商品は直接お届けして必ず手渡しします。 

【配達料】1 千円以上で配達料無料 

（1 千円未満の場合は配達料 100 円） 

【定休日】日曜 

Ｙショップ谷 
池田町馬路 

久保２-８ 

７４-００５４ 池田町 

（馬路・白地井ノ久保・ 

佐野） 

パン・菓子・ラーメン・

飲料水・酒 

2 千円以上で配達します。 

時間の指定はできません。配達時、出発の時間

を連絡いたします。大宗・有安方面の冬場の配

達は要相談となります。【配達定休日】日曜 

※地域によっては配達できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください 
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電話注文で配達してくれる食料品店３ 

お店の名前 住所 電話番号 配達エリア 取り扱い商品 内 容 

井口米穀店 
池田町中西 

ナガウチ 

259-１ 

７４-００５８ 池田町 

（三縄・白地・板野） 

その他要相談 

米 即日配達は午後５時まで受付です（11～２月ま

では午後４時まで）。お米以外の配達はしてい

ません。電話注文の支払いは現金でお願いしま

す。お米５kg 上で配達料無料 

㈲小川食品 
池田町中西 

ナガタ 57-１ 

７４-０９５７ 旧池田町内 パン 焼きたて食パンを配達しております。 

【営業日】月曜（祝日の場合は翌日の火曜） 

㈲三縄あたぎや 
池田町中西 

マガリタ 86-２ 

７４-０１１８ 旧池田町内 

その他要相談 

菓子類 和菓子（羊羹、饅頭、カステラ類）、慶弔

各種饅頭（朧、羽二重餅、薯蕷）などを配

達しています。 

曲製茶工場 
山城町上名 

196 

８４-１１０３ 三好市 お茶 【配達料金】5,400 円以上で配達料無料 

（5,400 円未満の場合は配達料 500 円） 

※地域によっては配達できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください  
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移動販売のお店１ 

お店の名前 住所 電話番号 配達エリア 内 容 

何でもお届け 

いろどりや 

（社会福祉法人  

池田博愛会セルプ箸蔵） 

池田町州津 

井関 1104-11 

７２－２２９１ 

 

080- 

2978-6245 

三好市 

 

電話にて注文いただいた商品を自宅へお届けします。日用品や生活雑貨

も取り扱っています（ただし対応いたしかねる商品もございます。） 

高齢者の見守りも実施しております。 

【配達日】月曜～金曜 

【配達時間】午前 11 時～午後 4 時 

地域交流拠点 

箸蔵とことん 

池田町州津 

乳ノ木 1382-１ 

８７－８１５５ 池田町（白地本名・中西・

三好橋地区・佐野・馬路・

井ノ久保） 

月曜・木曜（白地本名） 

火曜・金曜（中西・三好橋地区） 

土曜（佐野・馬路・井ノ久保） 

水曜・日曜（休み） 

一般的な食料品やお惣菜・パン・アイス等を販売しております。 

移動スーパー 

とくし丸 

（サンシャイン池田店） 

池田町シマ 

930-１ 

088- 

679-7510 

 

090- 

1004-7723 

三好市全域（一部のぞく） サンシャイン池田店の移動スーパーです。 

【配達日】月曜～金曜 曜日・時間等はお問合わせください。 

※地域によっては配達できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください 
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移動販売のお店２ 

お店の名前 住所 電話番号 配達エリア 内 容 

佐竹鮮魚店 
山城町大川持 

500 

８６-１１１６ 山城町 火曜（国政・光兼・中野・有宮・寺野地区） 

水曜（大野・引地・佐連地区） 

木曜（川口・政友・相川・岩戸・黒川・八千坊・赤谷・平野地区） 

福屋商店 
山城町西宇 

623-４ 

８４-１１２５ 山城町 火曜（上西宇・峯） 

土曜の午後（上西宇・峯） 

上西商店 
山城町光兼 

37-３ 

８６-２４０３ 山城町 火曜（上名方面の平・平上・内六） 

水曜（河内全域）    土曜（大野・信正・小川谷・茂地） 

木曜（国政、重実）   日曜（河内全域） 

藤田商店 
愛媛県四国中央市

金生町下分1771 

090- 

8693-9863 

 

0896-56-2274 

山城町 

西祖谷 

東祖谷 

食品（魚・肉・酒・乾物など）や果物・菓子・日用品などの品物を取り扱ってい

ます。１万円以上のお買い物は無料で配達いたします。 

配達の日時は電話でご相談ください。 

乾物はチリメン・タラ・みりん干し・うるめ等の取扱いをしています。 

※地域によっては配達できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください  
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店内で買ったものを自宅まで配達してくれるお店（電話注文はできません） 

お店の名前 住所 電話番号 配達エリア 内 容 

㈲片山商店 
三野町芝生 

1270-35 

７７-２３０８ 三野町 各種食品、パン・菓子いろいろあります。 

年中無休で営業しています。 

【配達料金】無料 

㈱サンシャイン池田 
池田町シマ 

930-１ 

７２-３６０１ 旧池田町内 店内で購入された商品について、 

65 歳以上の方にはシルバー配達を行っています。 

【配達時間】午前 11 時半と午後４時半に配達 

【配達料金】無料 

㈲大野徳次商店 
山城町大川持 

573 

８６-１００７ 山城町 日用品・農具・水道用品など色々あります。 

【定休日】日曜、年始（１月１日～３日） 

㈲古谷商店 
山城町大野 

468 

８６-２０１０ 山城町（大野校区） 車のない高齢者の方へ配達いたします。 

【配達料金】無料  

【定休日】日曜、年始（１月１日～３日） 

※地域によっては配達できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください 
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日用品や生活雑貨などを配達してくれるお店１ 

お店の名前 住所 電話番号 配達エリア 内 容 

㈱マナベスポーツ 
池田町マチ 

2178 

７２-１１４７ 三好市 自宅まで商品を配達いたします。 

【配達定休日】土曜、日曜、祝日 

化粧品の店サフラン 

（阿波池田フレスポホ -ムタウン内） 

池田町サラダ 

1612 

７２-５３２４ 井川町・池田町 

その他要相談 

化粧品取扱いメーカーは、資生堂、コーセー、ホワイトリリー化

粧品です。エステ（癒し）も行っております。 

まつ毛カールや合鍵の作製も行っています。 

和久呉服店 
池田町サラダ 

1791 

090- 

5270-8051 

 

池田町 

（旧池田町内） 

入院をして緊急に必要な寝間着・バスタオル等の準備。パジャ

マ・肌着等の縫い直し、体型が変わった服のリフォーム。 

時間の連絡をいただければ、いつでも訪問いたします。 

㈲よねざわ池田店 
池田町シンマチ 

1369-３ 

７２-１８３６ 三野町 

井川町 

池田町 

雑誌１冊からでも配達します。 

書籍・雑誌等販売。土曜は午前中のみ。 

【定休日】日曜、祝日 

㈱マナベ商事 

（ダイキまなべ店） 

池田町サラダ 

1768－1 

７２-２１２１ 三好市 自宅まで商品を配達いたします。 

【配達料】有料 

※地域によっては配達できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください 
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日用品や生活雑貨などを配達してくれるお店２ 

お店の名前 住所 電話番号 配達エリア 内 容 

ファミリーウェア 

コンドウ 

井川町井内東 

5974 

７８-２１２０ 

 

090‐ 

3786‐3120 

井川町・池田町 衣料品・かんたんな服の直しを行っています。配達します。 

訪問の時間は連絡をとりあってのご相談です。 

無休ですが、出かける時があります。 

【配達時間】午前 9 時～午後６時 

あきらの店 
西祖谷山村一宇 

363-11 

090- 

2382-9621 

西祖谷 まずはご相談下さい。配達距離をお伝えください。 

【配達時間】午前７時～午後６時 

生活協同組合 

とくしま生協 

北島町中村 

字東堤ノ内 30-３ 

088- 

698-5100 

三好市 食品・日用品・生活雑貨の配達を行っています。 

個人宅への宅配は、新規登録された方なら 12 週間配達無料です。

また、65 歳以上の方は配達手数料割引があります。 

※地域によっては配達できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください 
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電球・電池（消耗品）から配達してくれる電気屋さん 

お店の名前 住所 電話番号 配達エリア 内 容 

いけだでんき 

サ-ビス 

池田町ウヱノ 

2782-３ 

７２-５１２８ 池田町 

その他相談 

家電の修理を行います（全メーカー対応可。ただし、メーカーに部

品がある限り）。また、電気工事を行っています。 

【営業時間】午前８時半～午後６時 【定休日】日曜 

㈲タイワデンキ 
池田町マチ 

2189-１ 

７２-００７７ 池田町 家電製品の買い替え、他家電に関するご相談に応じます。 

【営業時間】午前８時～午後６時 【定休日】日曜 

エディオンマナベ 

池田店 

池田町シマ 

713-１ 

７２-３２３２ 三好市 

 

電球の取替え・電気工事・古くなったコンセント・スイッチ等の交

換も行います。又、急にテレビが映らなくなった、冷蔵庫の調子が

おかしい、洗濯機が動かない等点検修理を行います。 

【営業時間】午前 10 時～午後 7 時 【定休日】木曜 

㈲坂本電気商会 
池田町シマ 

938-11 

７２-１０５６ 三好市 配達 1 千円～、修繕 3 千円～。材料費は別途必要です。 

【営業時間】午前９時～午後４時 

【定休日】土曜、日曜 

㈱カギデン 
山城町大川持 

574 

８６-１０１９ 山城町 電気通信・水回りの工事。電気温水器やエアコンなどの電化製品の

使用法の相談にも応じます。 

 

※地域によっては配達できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください  
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灯油を配達してくれる燃料店１ 

お店の名前 住所 電話番号 配達エリア 内 容 

田口石油 

 三野太刀野給油所 

三野町太刀野 

616 

７７-２７０９ 三野町 配達料金をいただく場合もございます。 

出来る限り当日中にお届けするように対応いたします。 

【配達定休日】日曜 

立川石油 
井川町辻 

153-３ 

７８-２３１１ 井川町 灯油をローリー車にて配達します。 

【配達時間】午前８時～午後７時 

【配達定休日】日曜 

丸善商事㈱ 

池田 SS 

井川町西井川 

６ 

７２-４３４４ 井川町 

池田町（井川から車で片道10

分くらいの距離） 

18 リットル２缶から OK です。自宅の中に運ぶのもお手伝い

します。注文は午前中にお願いします。午後からの注文は翌日

になることもあります。 

【配達定休日】日曜、祝日 

㈲石井石油商会 
池田町シマ 

682-１ 

７２-０１５７ 池田町 

（旧池田町内・箸蔵・三縄） 

井川町（西井川） 

灯油の料金は、価格の変動により変わります。 

【配達時間】午前９時～午後４時 

【配達定休日】日曜 

㈲大黒屋プロパン 
池田町トウゲ 

79-２ 

７２-２３２３ 池田町 プロパンの他、灯油も取り扱っています。 

【配達時間】午前８時～午後５時 

【配達定休日】日曜 

※地域によっては配達できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください  
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灯油を配達してくれる燃料店２ 

お店の名前 住所 電話番号 配達エリア 内 容 

中岡石油店 
山城町下川 

21-１ 

８６-１１７１ 池田町 

山城町 

車で行ける所なら配達します。希望に添えない場合もあるの

で、お電話でご相談ください。 

【配達定休日】日曜、祝日 

㈱ゼネラル祖谷口 
山城町下川 

598-４ 

８６-２０５６ 池田町（川崎・大利） 

山城町 

年中無休です。ご注文はなるべく午前中にお願いします。 

【配達時間】午前９時～午後４時 

【配達定休日】日曜 

㈲大野徳次商店 

 阿波川口給油所 

山城町末貞川口 

770-１ 

８６-１０４７ 山城町 山城町内全域の灯油を配達いたします。 

配達料金が必要です。 

出口石油㈲ 

東祖谷給油所 

東祖谷久保 

740-１ 

８８-２８０５ 東祖谷 自宅まで配達しています、配達料無料。配達時には高齢者の

方の安否確認もあわせて行っています。随時配達可能です。 

【配達定休日】日曜、年末年始 

㈲河井商店 
東祖谷京上 

146 

８８-２２３４ 東祖谷 自宅まで無料で配達しています。高齢者の安否確認もあわせ

て行っています。 

【配達定休日】日曜 

出口石油㈲ 

かずら橋給油所 

西祖谷山村一宇 

377-24 

８７-２０４５ 西祖谷 

東祖谷 

（和田・小島・高野・釣井） 

ご注文はなるべく午前中にお願いします。自宅まで配達し、

高齢者の方の安否確認もあわせて行っています。 

【配達定休日】日曜 

※地域によっては配達できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください  
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集配してくれるクリーニング屋さん 

お店の名前 住所 電話番号 対応エリア 内 容 

小笠クリーニング 
三野町芝生 

404-３ 

７７-２２１４ 三野町 ご相談ください。 

㈲おおたにクリーニング 
池田町マチ 

2174-12 

７２-０７２９ 三野町・井川町 

池田町・山城町 

 

お電話頂ければ、日にち時間等ご相談にのります。 

日曜、祭日は集荷に伺うことはできません。 

【営業時間】午前７時半～午後７時 

【定休日】日曜、祝日 

田口クリーニング 
池田町マチ 

2221 

７２-０３３９ 池田町 

（旧池田町内・箸蔵） 

井川町 

（西井川） 

施設や病院等の所在地が確かな時は集配可能です。月

曜、木曜、金曜は午後より集配可能です。まず電話でご

相談ください。 

【営業日】月曜～金曜 ※フレスポ店は土日もＯＫ 

※地域によっては集配できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください 
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自宅でカットしてもらえる美容院１（※疾病その他の理由により、来店することができない場合に限ります） 

お店の名前 住所 電話番号 対応エリア カット料金 内 容 

みち美容室 
池田町サラダ 

1707-２ 

７２-０５４６ 旧池田町内 3,000 円 

（出張費込み） 

ハ－トフル美容師の資格を持っております。予約

で出張いたします（施設にも出張しております）。

また、お店も車椅子が入れる構造にしています。  

【出張対応日】月曜 

キミ美容室 
池田町ヤマダ 

312-６ 

７２-１４３５ 池田町 

井川町 

3,000 円 

（出張費込み） 

お問い合わせ下さい。 

【出張対応時間】午前９時～午後３時 

田野美容室 
池田町ウヱノ 

2673－２ 

７２-１８６６ 旧池田町内 要相談 ハ－トフル美容師資格を所持しています。対応エ

リアや出張対応日・時間はお話しの上で相談に応

じます。 

ヘアーサロン 

Greean（グリーン） 

池田町白地 

本名 140-５ 

090- 

5715-7492 

池田町 3,500 円 

（出張費込み） 

【出張対応時間】午前９時～午後６時 

【定休日】毎週水曜、 

毎月第１日曜、第１月曜 

※地域によっては訪問できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください 
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自宅でカットしてもらえる美容院２（※疾病その他の理由により、来店することができない場合に限ります） 

お店の名前 住所 電話番号 対応エリア カット料金 内 容 

ケイ子美容室 池田町大利 

大西 2-4 

７５-２３４７ 三好市 要相談 ハートフル美容師資格を持っております。

自宅や介護施設・病院も行きます。 

出張対応日は相談させていただきます。 

訪問美容 あうん 東みよし町 

足代 645－1 

080- 

4033-5539 

三好市 3,000 円 

（税込） 

※遠方への訪問は別

途交通費 

介護施設や病院・ご自宅にお伺いします。施設で

のカットは 2 千円（税込）。ベッドでのカット

は 2,500 円（税込）です。パーマ、カラーも承

ります。お気軽にご相談ください。 

※地域によっては訪問できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください 
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自宅で散髪してもらえる理容院１（※疾病その他の理由により、来店することができない場合に限ります） 

お店の名前 住所 電話番号 対応エリア カット料金 内 容 

理容 浜田 
井川町井関 

20 

７８-２３６９ 井川町 

その他要相談 

3,600 円 

（出張費込み） 

（顔そり含む） 

シャンプ－代は含まれておりません。 

【出張対応日】月曜のみ 

ホワイト 

ヘアークリエイト 

池田町マチ 

2185-27 

７２-０４１０ 旧池田町内 

その他要相談 

3,000 円 

（出張費込み） 

（顔そり別） 

旧池田町以外は場所により別途出張費が必

要になります。 

【出張対応日】火曜～日曜、第２,４日曜 

理容 やまぐち 
池田町マチ 

2203-11 

７２-０９１４ 旧池田町内（池田町内から

車で 20分くらいのところ） 

その他要相談 

3,400 円 

（出張費込み） 

（顔そり含む） 

時間は要相談のうえお伺いします。 

【出張対応日】火曜～金曜 

ヘアーサロン 

クリーン 

池田町マチ 

2164-５ 

７２-２２４６ 池田町 

（マチ・イケミナミ周辺） 

3,500 円 

（出張費別） 

（顔そり含む） 

出張費は要相談です. 

【出張対応日】第１,３日曜、月曜 

※地域によっては訪問できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください 
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自宅で散髪してもらえる理容院２（※疾病その他の理由により、来店することができない場合に限ります） 

お店の名前 住所 電話番号 対応エリア カット料金 内 容 

ヘアーサロン 

吉塚 

池田町白地 

本名 1107-１ 

７４-０３１７ 池田町 3,000 円 

（出張費込み） 

（顔そり別） 

顔そり希望の方は 3,500 円です。 

【出張対応日】月曜 

その他曜日は要相談です 

理容 片山 
池田町白地 

本名 1061 

７４-１３４９ 井川町 

池田町 

3,400 円 

（出張費込み） 

（顔そり含む） 

カット料金は店舗と同じ料金です。 

【出張対応日】火曜～日曜 

川原理容所 
池田町中西 

イバ 523-１ 

７４-０２５５ 

090- 

5914-3237 

三好市 要相談 自宅や介護施設・病院に行きます。車椅子やベ

ッド上でそのままの状態で散髪します。 

ヘアーサロン 

センス 

山城町大川持 

498-４ 

８６-１１６３ 山城町 3,500 円 

（出張費別） 

（顔そり含む） 

出張費が 500～1,000 円程度必要です。 

男性女性問わず対応いたします。訪問カット・カラ－・パ

－マもいたします。店に車椅子を用意しています。 

【出張対応日】月曜、第１,３日曜 

おしゃれ床屋 

DAN 

東みよし町昼間 

3368 

７９-５０４０ 井川町 

池田町 

2,500～ 

3,000 円 

（出張費別） 

（顔そり別） 

顔そりは別料金で 500～700 円必要です。山間部の出張

費はガソリン代（だいたい 1千円）をいただきます。福祉

理容師の認定を受けているので、障害のある方も散髪いた

します。【出張対応日】月曜 

※地域によっては訪問できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください  
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不用品・家庭ごみの相談、家の掃除・片付けのできるお店 

お店の名前 住所 電話番号 対応エリア 内 容 

カネキ技建 
三野町清水 

1482-２ 

７７-２４３７ 三野町 不用品・家庭ごみの相談や荷物の搬入・搬出をお手伝いします。 

大型荷物から小さい物までなんでも運びます。 

料金・時間はお客様とご相談します。 

エレファント 

クリーン 

井川町西井川 

569-１ 

７８-４０７４ 三好市 不用品・家庭ごみの相談や、荷物の搬入・搬出をお手伝いします。また、家庭ご

みの持ち込みや家の清掃・片づけも行います。自宅まで買い取りに行くリサイク

ルサービスも行っております。また、家の修繕修理も行っています。 

料金は利用者さんと相談の上、決定します。年中無休です。 

㈲中川衛生 
池田町白地 

本名 1072-１ 

７４-１８８８ 三好市 不用品・家庭ごみの相談や、荷物の搬入・搬出をお手伝いします。 

具体的には、遺品・不用品についてと家財の移動と回収を行います。 

阿波池田 

衛生企業組合 

池田町白地 

井ノ久保 

1604-３ 

７４-６０１１ 三好市 不用品・家庭ごみの相談や荷物の搬入・搬出をお手伝いします。 

また、家の清掃・片づけも行います。 

料金は内容・量により見積もりいたします。 

【営業時間】午前８時～午後５時 

【定休日】土曜午後、日曜、祝日 

※地域によっては作業できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください  
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家の修繕・修理の相談ができるお店１ 

お店の名前 住所 電話番号 対応エリア 内 容 

阿讃建設有限会社 
三野町芝生 

43-1 

７７-３１６５ 三好市 家の周りの土間コンクリート作業をします。１㎡当たり 5,000 円ほ

どになります。個々に見積りします。見積りは無料です。 

【定休日】土曜、日曜 

川西箪笥店（たんす） 
井川町御領田 

35 

７８-２２１１ 

080- 

3926-2879 

井川町 

池田町 

出張代 2 千円です。 

家具・建具・フスマのメンテナンスを行います。 

川人一級建築 

設計事務所 

池田町マチ 

2174-９ 

７２-６６８６ 三好市 住宅耐震改修、リフォ-ム、木造住宅耐震診断を行います。 

階段・トイレ等の手すり他介護用品の取り付けなどご相談下さい。 

㈱マナベ商事 

（パナソニックリフォーム 

Ｃｌｕｂリファイン阿波） 

池田町シマ 

871-2 

 

７２-６５６５ 三好市 料金等は現場によります。 

電話対応にてご相談させていただきます。 

㈲坂本電気商会 
池田町シマ 

938-11 

７２-１０５６ 三好市 修繕は 3 千円以上から行います。材料費は別途必要です。 

【営業時間】午前９時～午後４時 

【定休日】土曜、日曜 

※地域によっては作業できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください  
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家の修繕・修理の相談ができるお店２ 

お店の名前 住所 電話番号 対応エリア 内 容 

㈱中央建工 
池田町馬路 

宮ノ下 14-３ 

７４-６００３ 三好市 手すり・スロ-プの設置・トイレの改造・建具・水道・屋根・外壁の

修理など、お気軽にご相談下さい。 

㈲あたらしや 
山城町下名 

1132 

８４-２２１６ 三好市 相談・見積りは無料です。工事内容により金額は変わります。 

暮らしの中で困ったことがあれば、お気軽にご相談ください。 

※地域によっては作業できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください 
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介護保険外のサービスを提供してくれる介護タクシー 

お店の名前 住所 電話番号 対応エリア 内 容 

三好市タクシー協業組合 

（三協タクシー） 

池田町マチ 

2165-7 

７２-３３００ 三好市 寝台車・ジャンボタクシーがあります。 

年中無休です。 

介護タクシー悠和 
山城町下川 

244-１ 

８６-１２１８ 三好市 

（発着のいずれかが県

内であれば県外も対

応） 

介護保険外の乗降介助をいたします。 

買物のお手伝い、その他相談に応じます。 

車椅子に乗ったまま乗降できます。 

【定休日】日曜、祝日 

川口タクシー 
山城町引地 

148-４ 

８６-１２２１ 県外も対応 

（発着のいずれかが 

三好市内） 

電話依頼で買物をして自宅まで届けます（片道料金）。 

助手席回転スライドシート車両があります。 

介護保険外の乗降介助をします。 

※地域によっては利用できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください 
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生活支援（介護保険外で使える自費のホームヘルプサービス） 

お店の名前 住所 電話番号 対応エリア 内 容 

池田家政婦（夫） 

紹介所 

池田町ウヱノ 

2822-２ 

７２-１８２０ 三好市 １時間 1,840 円。２時間 2,530 円。３時間 3,450 円。 

交通費別で、初回のみ＋650 円です。 

三好市シルバー 

人材センター 

池田町マチ 

2537 

７２-５７２２ 三好市 10 分程度でできる簡単な仕事は 100 円、30 分程度でできる簡

単な仕事は 500 円でお引き受けします。30 分程度でできない作

業は内容をお伺いして通常の仕事の依頼としてシルバー人材セン

ターでお受けします。ただし、500 円以上となります。また会員

の都合等によりご要望に応じられない事もあります。 

※地域によっては利用できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください 
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高齢者にやさしいサ-ビスいろいろ１ 

お店の名前 住所 電話番号 対応エリア 内 容 

上野写真館 
池田町マチ 

2199-１ 

７２-０６０９ 三好市 自宅でのお１人（長寿写真）・家族写真などの出張撮影をいたします。

古い写真の修復・焼き増しなど、写真のことなら何でもお気軽にご相

談ください。 

㈲タムラカメラ 
池田町マチ 

2199-６ 

７２-０５０２ 三好市 自宅または店舗にて残された写真・動画等想い出の整理について相談

に応じ、残し方等の提案をさせていただきます。又出張にて、個人、

家族写真等撮影いたします。カメラ等の使用についても相談可能です。 

アウトフィット㈲ 

（アウトフィット 

パソコン教室池田校） 

池田町サラダ 

1612-２ 

フレスポ阿波池田 

７２-３１０２ 三好市 シニア専門のパソコン教室です。 

【料金】月謝制 5,800 円～ 詳しくはお問い合わせ下さい。 

【営業時間】午前９時～午後４時 

【定休日】日曜、月曜、第５週 

ＣＥサロン美’ｚ 
池田町シマ 

809-３ 

７２-０７７６ 三好市 希望があれば、その場へ行き、お顔の美顔術（エステ）をしています。

（出張訪問エステ） 

お顔が美しくなることにより幸福感がアップします。 

残された人生を楽しく過ごして頂くために役立つ努力をします。 

※地域によっては利用できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください 
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高齢者にやさしいサ-ビスいろいろ２ 

お店の名前 住所 電話番号 対応エリア 内 容 

㈱小川モータース 
池田町シマ 

988-１ 

７２-２１４４ 三好市 シニアカーの販売、メンテナンスに応じます。タイヤの修理・交換は

ご自宅まで訪問しますのでご相談下さい。 

バリアフリー店舗で、老眼鏡も置いています。 

【営業時間】午前８時半～午後５時 15 分 

【定休日】第２土曜,日曜、祝日 

㈲池尻商会 
池田町州津 

宮ノ久保 

739-３ 

７２-０６７９ 三好市 タイヤの修理・交換等、移動サービス車にてご自宅まで伺います。 

（料金は距離や内容によって異なりますので TEL を下さい） 

【営業時間】午前８時～午後６時 

【定休日】第２土曜、日曜 

日本郵便㈱ 
各郵便局 各郵便局へ 

お問い合わせ 

ください 

三好市 荷物（ゆうパック）を送りたいときに集荷するサービスを行っていま

す。１個からでも集荷いたします。年金等貯金の出し入れや保険など

の手続きに自宅まで担当社員が訪問して手続きします。 

三好市内各旧町村エリアの郵便局で実施しています。 

【営業時間】平日午前９時～午後５時 

【定休日】１月１日～３日 

※地域によっては利用できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください 
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高齢者にやさしいサ-ビスいろいろ３ 

お店の名前 住所 電話番号 対応エリア 内 容 

アウトフィット㈲ 

（大人の学校 悠遊大学） 

美馬市美馬町 

八幡 115 

0883- 

55-2951 

三好市 高齢者専門のカルチャースクールです。 

【料金】月謝制 5,800 円～ 詳しくはお問い合わせ下さい。 

【営業時間】午前９時～午後４時（水曜・金曜は午後８時 20 分まで） 

【定休日】日曜、月曜 

55 闊歩ネス倶楽部 
美馬市美馬町 

八幡 115 

0883- 

55－2951 

三好市 高齢者専門のフィットネス・健康体操教室です。 

【料金】月謝制 5,800 円～ 詳しくはお問い合わせ下さい。 

【営業時間】午前９時～午後４時（水曜・金曜は午後８時 20 分まで） 

【定休日】日曜、月曜 

メガネの三城 

訪問サービス 

徳島市八万町 

大野 180 

088- 

669-2533 

三好市 メガネの購入（自宅・施設等にて視力測定～メガネの購入ができます） 

予約制により、ご用の際は、訪問サービスまでご連絡ください。 

【出張料】ご購入の場合無料 

※地域によっては利用できないところもあります。まずは、各店にお問い合わせください 
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認知症の相談ができたり、訪問診療をしてくれる医療機関１ 

医療機関名 住所 電話番号 相談可能診療日 
認知症 

対応医師 

訪問 

診療 

訪問診療 

担当医師 
診療条件 

市立三野病院 三野町芝生 

1270-30 

７７-２３２３ 水曜 

※事前の連絡が必要です 

宮田淳也 Dr ○ 宮田淳也 Dr 車で 30 分以内の

地域 

浜クリニック 池田町マチ 

2443-１ 

７２-０６６７ 月曜～金曜 

午後２時～５時半 

※訪問診療は水曜の午後 

玉置博 Dr. ○ 玉置博 Dr. 当院を受診してい

る患者 

村山内科 池田町サラダ 

1795-１ 

７２-２１１０ 月曜～水曜・金曜 

午前 11～12 時・午後４～５時 

木曜・土曜：午前中 

村山善紀 Dr. ○ 村山善紀 Dr. 車で 10 分以内 

※認知症については、まずはかかりつけ医にご相談ください 

※訪問診療を希望される方は、病院を受診して医師へご相談ください 

※訪問診療を利用した際には、診察料等が必要となります。まずは各医療機関にお問い合わせください 
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認知症の相談ができたり、訪問診療をしてくれる医療機関２ 

医療機関名 住所 電話番号 相談可能診療日 
認知症 

対応医師 

訪問 

診療 

訪問診療 

担当医師 
診療条件 

秋田病院 池田町州津 

堂面 215 

７２-０７４３ 月曜～金曜（除祝日） 

午前９時半～12時  

秋田亮 Dr. ×    

内田医院 東みよし町加茂 

1803-９ 

８２-２０３５ 月曜～金曜 

午前８時半～午後６時半 

土曜 

午前８時半～12時 

内田知行 Dr. ×    

ゆうあいホスピタル 東みよし町中庄 

728-１ 

８２-１１００ 月曜～金曜 

午前９～12 時、午後１～５時 

土曜：午前中 

※初診受付は午前 10時まで 

坂本哲郎 Dr. 

多田克 Dr. 

森啓二郎 Dr. 

×    

※認知症については、まずはかかりつけ医にご相談ください 

※訪問診療を希望される方は、病院を受診して医師へご相談ください 

※訪問診療を利用した際には、診察料等が必要となります。まずは各医療機関にお問い合わせください 
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訪問診療をしてくれる歯医者さん１ 

歯科医院名 住所 電話番号 
訪問診療 

歯科医師 
診療条件 

田村歯科クリニック 三野町芝生 

1087 

７７-３３６５ 田村公仁 Dr. できる限り診療させていただきます。 

三好病院にも行っております。 

佐々木歯科医院 池田町マチ 

2170-５ 

７２-３７３７ 佐々木康夫 Dr. 義歯調整・修理を行っています。 

いい歯科 池田町マチ 

2514-１ 

７２-５４６０ 伊井廣 Dr. 池田町中心部より数ｋｍ程度の範囲の診療が可能です。厚生労働省の指導

範囲で訪問歯科診療を行います。基本的にエンジンを使用した治療までし

か行っていません。タ-ビンが必要な治療はできません。 

ひはら歯科医院 池田町マチ 

2518-10 

７２-３５５０ 檜原司 Dr. 電話にてお問合せください。 

影本歯科医院 池田町サラダ 

1733 

７２-０８７０ 影本博一 Dr. 当院に通院歴のある方が対象です。 

電話にてご相談します。 

田岡歯科医院 山城町大川持 

583-12 

８６-２１８２ 田岡哲二 Dr. 電話にてお問い合わせください。 

三好市国民健康保険 

東祖谷歯科診療所 

東祖谷京上 

168-６ 

８８-２０２２ 細川竜彦 Dr. 電話にてお問い合わせください。 

※訪問診療を利用した際には、往診料が必要となりますので、まずは各医療機関にお問い合わせください 
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訪問診療をしてくれる歯医者さん２ 

歯科医院名 住所 電話番号 
訪問診療 

歯科医師 
診療条件 

きとう歯科医院 東みよし町西庄 

字井関 12 

８２-６３８８ 木藤祐樹 Dr. 

木藤真由子 Dr. 

ご希望の患者様はお電話にて問い合わせをお願いいたします。 

武田歯科医院 東みよし町中庄 

682-１ 

８２-４７１８ 武田幹直 Dr. 第２,４木曜日に行っております。 

井原歯科医院 東みよし町加茂 

1616-１ 

８２-２６２４ 井原幹雄 Dr. 原則として当院より 16ｋｍ以内で立会人が必要です。 

大久保歯科医院 東みよし町加茂 

1928-１ 

８２-２０１９ 大久保仁 Dr. 

大久保充 Dr. 

電話にてお問い合わせください。 

秋田歯科医院 東みよし町昼間 

3075-10 

７９-２０３０ 秋田一郎 Dr. 在宅等において疾病、傷病のため療養を行っており、通院による歯科

治療が困難な患者さんを対応しています。 

松浦歯科クリニック 東みよし町中庄 

974-４ 

８２-６１５５ 松浦直人 Dr. 曜日、時間等が限られてくるので、まずは電話予約をお願いします。 

徳島県歯科医師会 

在宅歯科医療連携室 

徳島市 

北田宮１丁目 

８番 65 号 

080- 

2987-4838 

 歯や歯ぐきに痛みがあるのに通院できない方、入れ歯が合わなくなって食べにくいの

に通院できない方、口腔ケアを受けたいけど通院できない方に、訪問できる歯科医院

を紹介いたします。その後、歯科医院から患者様へお電話をさし上げますので、訪問

の日や時間をご相談下さい。 

※訪問診療を利用した際には、往診料が必要となりますので、まずは各医療機関にお問い合わせください  
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薬剤師が訪問してくれたり配達してくれる薬局１ 

薬局名 住所 電話番号 配達対応エリア PR コメント 

鈴木薬局 三野町芝生 

1060-１ 

７７-２０３０ 三野町 

井川町 

三野町には店内で買ったものを自宅まで配達いたします。 

（電話注文は出来ません） 

配達料金は無料です。月曜～土曜が対応可能です。 

サンコー調剤薬局 

 三野店 

三野町芝生 

1266-９ 

７６-２８５５ 三野町 徳島県西部を中心に３５年以上の実績のもと地域との信頼関係を構築してまいりました。

調剤薬局業務はもちろんのこと、健康食費や医薬品のカウンセリング販売もしており、健

康促進イベントや在宅医療、漢方相談にも取り組んでおります。お薬の配達やお薬の整理

は医師または歯科医師の指示に基づき当社の薬剤師が実施させていただきます。 

みのり薬局 井川町吉岡 

161-１ 

７６-３０５０ 井川町 

池田町 

豊富な経験と実績で、患者様やご家族のお悩み、お困りごとに対応し、

安心・安全な服薬治療をサポートします。お気軽にご相談下さい。 

スマイル調剤薬局 

 池田店 

池田町マチ 

2433-１ 

８７-８８８５ 井川町 

池田町 

在宅訪問や介護について何でも相談してください。 

アイ調剤薬局 

 池田店 

池田町シマ 

833-２ 

７６-０７１７ 池田町 ご相談ください。 

※訪問サービス等には、利用料が必要となりますので、まずは各薬局にお問い合わせください 
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薬剤師が訪問してくれたり配達してくれる薬局２ 

薬局名 住所 電話番号 配達対応エリア PR コメント 

そうごう薬局 

 阿波池田調剤センター店 

池田町シマ 

838-１ 

７６-０７１１ 

店舗より車で片道

20 分程度（エリ

ア外でも対応可能

な場合あり） 

そうごう薬局は地域に根ざす「かかりつけ薬局」を目指します。阿波池

田調剤店と銀座通店の２店舗で協力しながら、薬剤師の在宅訪問や健康

相談などを推進しています。ご不明な点がありましたら、まずはご相談

ください。 

そうごう薬局 

 銀座通店 

池田町サラダ 

1801-３ 

７６-００７０ 

奥祖谷パール薬局 東祖谷京上 

435-６ 

７６-７２３３ 東祖谷 

医療機関・介護事業所と密に連絡をとって、お薬の配達や残薬整理等の

お薬全般の管理をします。お薬に関することなら何なりと相談して下さ

い。 
西祖谷パール薬局 西祖谷山村一宇 

369-５ 

８７-２０６１ 東祖谷（西部） 

西祖谷 

フジカワ調剤薬局 東みよし町昼間 

923-１ 

７９-２０１４  

井川町 

池田町（箸蔵） 

薬剤師が患者さんのご自宅へお伺いし、お薬の悩みを解決いたします。

薬や介護用品を配達いたします。ご相談ください。 

【配達日】月曜～金曜 

【配達時間】午後３時～５時 

※訪問サービス等には、利用料が必要となりますので、まずは各薬局にお問い合わせください 
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公的機関・相談窓口など 

機関名 住所 電話番号 内 容 

みよし地域包括支援センター 
 

池田町シンマチ 1476-1 

三好市保健センター １階 
７２-５８７７ 高齢者総合相談や介護予防に関することなど。 

三好市 長寿・障害福祉課 池田町シンマチ 1500-2 ７２-７６１２ 高齢者福祉や敬老行事、障がい者福祉に関すること。 

三好市 地域福祉課 池田町シンマチ 1476-1 ７２-７６４７ 生活困窮者支援制度や生活保護、民生委員などに関すること。 

三好市 保険医務課 池田町シンマチ 1500-2 ７２-７６１３ 国民健康保険や後期高齢者医療制度、高額療養費制度など。 

三好市 商工政策課 池田町シンマチ 2145-1 ７２-７６４５ 悪徳商法や消費生活に関する相談。 

消費生活に関する相談は ⇒ 【みよし消費生活センター ℡72-7188】 

三好市 水道課 池田町シンマチ 1500-2 ７２-７６２６ 水道料金や水道管の水漏れ・凍結などについて。 

※水道メーターから敷地内側については、個人での対応となります 

三好市 環境課 池田町シンマチ 1395-1 ７２-６４３６ 環境保全やゴミ処理、飼犬登録などについて。 

三好市 総務課 池田町シンマチ 1500-2 ７２-７６００ 市行政全般や行政相談などについて。 

三好市社会福祉協議会 池田町サラダ 1884-4 ７２-５７１５ 一般相談や法律相談、ボランティアや共同募金運動などについて。 

三好保健所 池田町サラダ 2542-4 ７２-１１２１ 感染症・特定疾患に関すること、動物愛護や食品衛生などについて。 

三好警察署 池田町ウヱノ 3039-1 ７２-０１１０ 生活の安全や平穏に関わる悩みごとや困りごとなどについて。 

「＃9110」警察相談専用電話もご活用ください。  
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ふれあい いきいきサロン１ 

 

お問い合わせ：三好市社会福祉協議会   三野支所  ℡77-2882  井川支所  ℡78-3140  池田支所  ℡72-5715 

                    山城支所  ℡86-2434  西祖谷支所 ℡87-2088   東祖谷支所 ℡88-2688 

 

番号 地区 サロン名 開催場所 月１以上 百歳体操 番号 地区 サロン名 開催場所 月１以上 百歳体操 

1 三野 清水いきいきサロン 清水集会所 ○ ☆ 16 三野 太刀野いきいきサロン 太刀野分校     

2 三野 加茂野宮いきいきサロン 加茂野宮集会所     17 三野 太刀野山ふれあいサロン 太刀野山分館     

3 三野 加茂野宮友愛クラブサロン  加茂野宮集会所 ○ ☆ 18 三野 東谷福祉会いきいきサロン  東谷分館     

4 三野 勢力いきいきサロン 勢力会館     19 井川 立石吹地区サロン 吹集会所 ○   

5 三野 芝生上東いきいきサロン 芝生上集会所 ○   20 井川 立石あじさい会サロン 杉ノ木分館     

6 三野 芝生上西いきいきサロン 芝生上集会所     21 井川 立石正夫・大森地区サロン  大正分館     

7 三野 芝生団地北いきいきサロン  三野東部公会堂     22 井川 かいな地区住協ふれあいサロン  宮奥分館     

8 三野 芝生中東いきいきサロン 芝生中東集会所     23 井川 黎明地区カラオケサロン 老人憩いの家「白寿荘」  ○   

9 三野 東川原あいの会 グループホームあいの郷  ○ ☆ 24 井川 黎明健康サロン 老人憩いの家「白寿荘」・黎明分館  ○ ☆ 

10 三野 東川原いきいき福祉大会 東川原集会所     25 井川 なでしこ地区住協ふれあいサロン  なでしこ館     

11 三野 花園サロン 花園集会所 ○   26 井川 なでしこふれあい活動 各集会所     

12 三野 花園（自治会）サロン 花園集会所     27 井川 中村地区住協ふれあいサロン  中村分館     

13 三野 太刀野輪投げサロン 太刀野分校 ○   28 井川 のつごふれあいサロン 野津後分館     

14 三野 太刀野カラオケ 太刀野分校 ○   29 井川 辻浜西サロン 浜のまち集会所     

15 三野 太刀野廻り将棋 太刀野分校     30 井川 井内ミニサロン 実施自治会集会所     

（この一覧は 2019年 8 月現在の情報です）  
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ふれあい いきいきサロン２ 

 

 お問い合わせ：三好市社会福祉協議会   三野支所  ℡77-2882  井川支所  ℡78-3140  池田支所  ℡72-5715 

                     山城支所  ℡86-2434  西祖谷支所 ℡87-2088   東祖谷支所 ℡88-2688 

 

番号 地区 サロン名 開催場所 月１以上 百歳体操 番号 地区 サロン名 開催場所 月１以上 百歳体操 

31 池田 サロンげんきかい 上野分館 ○  46 山城 なかよしミックスクラブ 平田宅   

32 池田 板野ふれあいサロン 板野分館 ○  47 山城 峯井戸端会議 峯集会所   

33 池田 西山ふれあいサロン 西山ゲートボール場 ○  48 山城 尾又自治会 尾又集会所 ○ ☆ 

34 池田 白地健康サロン 白地公民館 ○  49 山城 すみれ会 仏子集会所 ○ ☆ 

35 池田 馬路食事会・健康サロン 公民館 ○  50 山城 河内ひまわり教室 河内公民館 ○ ☆ 

36 池田 野呂内健康教室・食事会 公民館   51 山城 永美団地サロン 永美団地集会所 ○ ☆ 

37 池田 箸蔵ほのぼのサロン 箸蔵公民館 ○ ☆ 52 山城 ひまわりグループ 個人宅 ○ ☆ 

38 池田 福祉みなわの会サロン 三縄公民館   53 山城 囲碁同好会 山城公民館 ○  

39 池田 ひだまりサロン 旧川﨑幼稚園 ○  54 山城 祖谷口クラブ 下川コミニティーセンター ○  

40 池田 いきいきサロン六寿会 社協本所   55 西祖谷 有瀬地区サロン 有瀬公民館 ○  

41 池田 池田 1 区～4 区ふれあいサロン 三好市中央公民館   56 西祖谷 しあわせ会 吾橋集会所クラブハウス  ○ ☆ 

42 山城 ハッピーサロン 三好市山城支所 ○ ☆ 57 西祖谷 もみの木会 徳善集会所 ○  

43 山城 寺野いちょうの木 寺野集会所 ○ ☆ 58 西祖谷 檪生ふれあいサロン(重末)  重末コミュニティーセンター ○  

44 山城 コミニティークラブ 下川コミニティーセンター ○  59 西祖谷 檪生ふれあいサロン(一宇） 西祖谷老人福祉センター  ○ ☆ 

45 山城 大野和朗会 大野公民館 ○  60 西祖谷 やすらぎ会 かずら橋夢舞台   

（この一覧は 2019年 8 月現在の情報です）  
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ふれあい いきいきサロン３ 

 

 お問い合わせ：三好市社会福祉協議会   三野支所  ℡77-2882  井川支所  ℡78-3140  池田支所  ℡72-5715 

                     山城支所  ℡86-2434  西祖谷支所 ℡87-2088   東祖谷支所 ℡88-2688 

 

番号 地区 サロン名 開催場所 月１以上 百歳体操 番号 地区 サロン名 開催場所 月１以上 百歳体操 

61 西祖谷 善徳ミニサロン 第 2 消防団詰所 ○ ☆ 71 東祖谷 小谷グループサロン 小川集会所・樫尾老人憩いの家    

62 西祖谷 善徳東ノ西サロン 井居宅 ○  72 東祖谷 落合アジサイサロン 落合公民館   

63 西祖谷 善徳田ノ窪サロン 吉岡宅 ○  73 東祖谷 新居屋サロン 新居屋集会所 ○  

64 東祖谷 和田地区サロン 和田・釣井公民館、小島憩いの家    74 東祖谷 奥祖谷クラブサロン 名頃集会所   

65 東祖谷 京町サロン 京上公民館   75 東祖谷 三名ひだまりサロン 婦人活動推進公民館   

66 東祖谷 若林サロン 若林公民館   76 東祖谷 平家グループサロン 阿佐公民館   

67 東祖谷 ひだまり班サロン 中上公民館・下瀬公民館    77 東祖谷 カラオケ同好会 旧栃之瀬小学校 ○  

68 東祖谷 笑久保会サロン 久保・西山憩いの家          

69 東祖谷 西山紅葉クラブサロン 岸宅         

70 東祖谷 菅生げんき会サロン 菅生集会所         

（この一覧は 2019年 8 月現在の情報です） 
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通いの場・通所型サービス B 

「通所型サービス B（介護予防・日常生活支援総合事業生活支援）」とは、地区内の集会所などを利用して、おおむね 65歳以上の方を対象として気軽に

立ち寄れる通いの場として、地区住協などの住民主体の団体により運営する事業です。通いの場では、健康づくり体操やカラオケや踊り・講習会やお茶飲

みなど、実施団体の皆さんが自身で考えながら、さまざまな行事が取り組まれています。 

 

○利用対象者 

要支援の認定を受けていたり地域包括支援センターでサービスが必要として実施団体に紹介する方 

各団体で必要と思われる方 

 

 

団体名 サービス実施場所 実施曜日・時間 事業内容 利用料 対象地区・地域 

黎明地区住民福祉協議会 

黎明健康サロン 

三好市黎明分館 

老人憩いの家「白寿荘」 

火曜（月４回） 
9 時半～11 時半 

百歳体操 

レクリエーション 

季節の行事 

無料 

実費分 

井川町 

西井川黎明地区 
（里川谷より西地域） 

東川原地区住民福祉協議会 

東川原あいの会 

グループホームあいの郷 

東川原集会所 

第１,３日曜、第２水曜 
14 時～16 時 

第４水曜  11 時～13時 

百歳体操、リズム体操 

レクリエーション 

研修、茶話会、食事会 

無料 三野町太刀野 

東川原地区 

檪生ふれあいサロン 西祖谷山村 

老人福祉センター 

月曜 

13 時半～16 時 

百歳体操 

認知症予防体操 

レクリエーション 

無料 

内容により 

負担あり 

西祖谷山村 

一宇地区 

加茂野宮友愛クラブ 加茂野宮集会所 木曜 

13 時～15時 

百歳体操、リズム体操 

レクリエーション 

研修、茶話会、食事会 

無料 三野町加茂野宮地区 

（この一覧は 2020年 4 月現在の情報です）  
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いきいき百歳体操 

年をとるにしたがって、誰もが身体が弱って介護が必要になる…、と思っていませんか？体力は何歳になってもつけることができます。 

週 1，2 回程度の体操を続けていくと、筋力がついてきて動くことが楽になり、転倒しにくい身体になります。いきいき百歳体操で体

力をつけ、いくつになっても元気でいきいきとした生活を送りましょう。 

 

 

参加を希望される方・気になることや質問のある方は、みよし地域包括支援センター（72-5877）までお問い合わせください 

【いきいき百歳体操とは】 

高知県で開発された、高齢者が元気になるためのプログラムです。 

◆映像を見ながらゆっくり行います 

◆体操時間は 30 分～45 分です 

◆イスを使って行うので安全です 

◆筋力がついてきたら、おもりを使います 

◆おもりは自分で調節可能で、無理せずに実施できます 

◆準備運動、筋力づくり運動、整理運動で構成されています 

【対象者の条件など】 
 

◆65 歳以上の方を中心とした 5 人以上の団体 
 

◆体操を週に 1 回以上開催し、3 か月以上継続して実

施できること 
 

◆会場・イス・テレビ・DVD プレイヤーなどの物品

を準備できること 

【体操実施のながれ】 

「いきいき百歳体操をやってみたい！」と思われる方は、地域で団体を作り、みよし地域包括支援センターまでお申込みください 

① 登録申請・・・・・５～30 人程度の団体で地域の集まりやすい場所を選び、申し込みます 

② 会場準備・・・・・参加者の皆さまで会場設営やＤＶＤ再生などの準備を行います 

③ 最初の１か月・・・保健師や理学療法士がアドバイスをしながら、一緒に実施します 

④ ２か月目以降・・・参加者の皆さまで実施します。３か月目や６か月目など、定期的に保健師などが確認にお伺いします 
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いきいき百歳体操 実施団体１       （この一覧は 2019年 12 月現在の情報です） 

地区 団体名 実施曜日 実施時間 会場 

三野 清水老人クラブ 毎週 火曜 13 時半～15 時半 清水集会所 

百寿会 毎週 木曜  9 時～10 時半 勢力会館 

三野社協 毎週 月曜 13 時半～15 時 中東集会所 

わくわくサークル三野 毎週 火曜 10 時～11 時 三野町老人福祉センター 

あいの郷 月２回日曜 14 時～15 時 あいの郷 

花園名会 毎週 日曜  8 時～9 時 花園集会所 

やまびこ会 毎週 火曜 15 時～16 時 太刀野山分館 

井川 黎明地区ふれあいサロン 月２回水曜 10 時～11 時半 黎明分館 

白寿荘 月２回火曜  9 時～12 時 白寿荘 

吉本自治会 毎週 木曜 13 時半～15 時 佃公民館 

活き活きクラブ 毎週 木曜 10 時～11 時半 女法寺公会堂 

ハッピー体操 毎週 木曜 15 時半～16 時半 中村分館 

辻いきいき健幸会 月２回金曜 13 時半～15 時 井川公民館（井川支所） 

吹 月２回木曜 13 時～14 時 吹分館 

杉ノ木あじさい会 月２回水曜 13 時～15 時 杉ノ木公民館 

大森・大正地区 月２回火曜 13 時半～15 時 大正分館 

中津婦人会 毎週 水曜 13 時半～15 時 三好市農産物加工センター 

井内ひまわりグループ 月２回水曜 10 時～11 時 防集会所 

色原なかよしクラブ 毎週 木曜 13 時半～15 時 色原集会所 

宮奥美人会・井川町井内長寿クラブ 月２回火曜、毎月１日・第３日曜  9 時～10 時半 宮奥分館 



  41 

いきいき百歳体操 実施団体２       （この一覧は 2019年 12 月現在の情報です） 

地区 団体名 実施曜日 実施時間 会場 

池田 ほのぼのケアフレンド箸蔵 月２回土曜 13 時半～15 時 箸蔵公民館 

シマ はなまる 毎週 金曜 10 時～11 時 個人宅 

共楽会 毎週 金曜 10 時～12 時 老人憩いの家 

柳川西のびのび会 毎週 木曜 10 時～11 時半 峯川製材所 

池南六寿会 毎週 土曜 10 時～11 時半 社協本所 

下野呂内東 毎週 月曜 10 時～11 時半 地域交流センター八達 

白地福祉友の会 月２回火曜 10 時～12 時 白地公民館 

井ノ久保健幸クラブ 毎週日曜、毎週水曜 19 時～20 時・14時～15 時 井ノ久保活性化センター 

三縄福寿会 毎週 木曜 10 時～11 時半 三縄公民館 

漆川いきいきクラブ 月２回水曜 10 時～11 時 漆川公民館 ※冬季は中止 

山城 永見団地 月２回第１・３月曜 10 時～11 時半 永見団地 

大川持ひまわりグループ 月２回金曜 13 時～15 時 個人宅 

寺野いちょうの木 月２回金曜 13 時～15 時 寺野集会所 

ハッピーサロン 月２回水曜 13 時半～15 時 山城支所 

河内ひまわり教室 毎週 水曜 10 時～11 時半 河内公民館 

すみれ会 月２回水曜 13 時～14 時 仏子集会所 

尾又自治会 月２回木曜 13 時半～14 時半 尾又集会所 

東祖谷 若林 月２回火曜 13 時～14 時 若林集会所 

栗枝渡 月１回月曜 13 時半～15 時半 栗枝渡夫人活動推進公民館 
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いきいき百歳体操 実施団体３       （この一覧は 2019年 12 月現在の情報です） 

地区 団体名 実施曜日 実施時間 会場 

西祖谷 一宇ふれあいサロン 月２回月曜 13 時半～14 時半 西祖谷社協 

善徳やすらぎ会 月２回水曜 13 時半～14 時半 西祖谷善徳消防詰所 

吾橋老人クラブ 月１回土曜 13 時～ 吾橋集会所 

西岡地区の集 月１回月曜 13 時半～15 時半 西祖谷運動公園事務所 
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高齢者等タクシー利用助成事業 

在宅で生活する高齢者の方などが、日常生活に必要な外出にタクシーを利用するときに、その利用料金の一部を助成する事業です。 

長寿・障害福祉課または各支所に申請・登録することにより、タクシー券（１枚額面 200 円）を半額で購入することができます。 

指定タクシー業者を利用した時の支払いに、タクシー券を使用することができます。 

 

○対象者（次の１～３の要件を全て満たす方） 

１、三好市に住所があり在宅生活をする下記の方 

ア 65 歳以上の高齢者 

イ 重度の障害を持つ方（身体障害者手帳 1 級・2 級など） 

ウ 生活保護受給者 

２、交通手段や運転免許を持っていない方 

３、市税の滞納がない方 

（施設に入所している方や継続して入院している方は対象外です） 

 

○利用申請の方法 

長寿・障害福祉課もしくはお住まいの地区の各支所の窓口にて申請

できます。2020 年４月から、どの地区でお住まいの方でも長寿・

障害福祉課にて申請ができるようになりました（申請には、本人確

認及び各証明書類と印鑑が必要です）。購入できるタクシー券の枚

数は対象地区によって異なります。 

お問い合わせ：三好市 長寿・障害福祉課 ℡72-7612 

○指定タクシー業者 

事業者名 電話番号 

株式会社 池田タクシー 72-3740、0120-72-3740 

有限会社 祖谷渓タクシー 87-2017 

介護タクシー 悠和 86-1218 

介護福祉タクシー 西井川 0120-86-2878 

有限会社 かずら橋タクシー 87-2013 

有限会社 川口タクシー 86-1221、84-1225 

三和タクシー 77-2538、0120-77-2538 

三嶺タクシー 88-2420 

三縄タクシー 有限会社 74-0057 

三好市タクシー協業組合 72-3300 

（タクシー券は指定タクシー業者でしか使用できません） 
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オレンジカフェ（認知症カフェ）に参加してみませんか 

名称 開催場所 開催日 参加費等 

なかよしミックスクラブ 個人宅 

（山城町上名） 

4,7,8,9,10,11,3 月 

13 時～15時 

500 円（おやつ代等） 

内容により変更あり 

ミックスカフェたんぽぽ 個人宅 

（池田町馬路） 

月１回 

曜日は不定期 

100 円 

オレンジカフェみよし ＭＩＮＤＥキッチン 

（池田町マチ） 

奇数月 

14 時半～16 時 

無料（ただし、飲み物などをご注文される場合は 

各自でご負担していただきます） 

オレンジカフェみよし とりの巣カフェ 

（山城町大野） 

6,10 月 

14 時～16時 

無料（ただし、飲み物などをご注文される場合は 

各自でご負担していただきます） 

弥生カフェ 小規模多機能ホーム弥生 

 （池田町州津） 

不定期 無料 

愛カフェ グループホーム愛 

（池田町サラダ） 

２ヶ月に１回 無料 

（この一覧は 2020 年 4 月現在の情報です） 

 

 

 

 

悩みを聞いてほしい 情報交換をしたい 仲間がほしい 

当事者の方やご家族の方同士が 

集い語らう場に参加しませんか？ 

～ 認知症カフェはこんな場所 ～ 

・ご家族の方が交流できる場所 

・介護の思いをわかりあえる人と出会える場所 

・自分の思いを伝えられる場所 

・認知症サポーターも応援しています 

 

コーヒーやお茶

を飲みながら、

みんなで集まり

楽しくお話しま

しょう♪ 

 

オレンジカフェ（認知症カフェ）とは、認知症

の人やその家族が、地域の人や専門職と悩みを

共有したり、工夫や知恵を情報交換し、お互い

を理解する場です。 

お気軽に参加していただき、新しい仲間を作っ

てもらえればと思います。 

 

お問い合わせ：みよし地域包括支援センター 

 ℡72-5877 



   

～「まごのて手帳みよし」の今後にむけてのお願い～ 
2017（平成 29）年 7月 

「まごのて手帳みよし（初版）」に掲載させていただいた情報は、2016（平成 28）年度に、阿波池田商工会議所・三好市商工会・三好市

医師会・三好歯科医師会・徳島県薬剤師会三好支部・徳島県クリーニング生活衛生同業組合・徳島県石油商業組合・徳島県電器商業組合・徳

島県美容業生活衛生同業組合・徳島県理容衛生同業組合から紹介いただいた企業や事業所などに送付したアンケートからの情報、「市報みよし」

の募集に応募していただいた情報、介護支援専門員や地域住民の皆さまから寄せられた情報を基にしたものです。新しい情報や変更があった

点・こういう情報を載せたら良いのではないかなどのご意見がありましたら、是非、みよし地域包括支援センターまで連絡ください。 

「まごのて手帳みよし」は、まだ市内のすべてのお店やサービス情報を網羅できているわけではありませんが、皆さまから寄せられた情報

を集約するなかで、三好市には、介護保険などの福祉サービスだけでなく、インフォーマルサービスや各お店の皆さまにおいてさまざまなサ

ービスが展開されていることに改めて気づかされました。この地域のさまざまな社会資源を網のように相互につなげていくことが地域包括支

援センターの役割であり、このような人々のつながりが、市民の情報提供や市民のニーズの発見、市民による支援や専門職の連携などを可能

にすると考えます。 

この「まごのて手帳みよし」の発行を機に、広く市民の皆さまにこの趣旨をご理解いただくとともに、今後寄せられる新たな情報によって

「まごのて手帳みよし」が補強され、人と人がつながり、三好市全体で高齢者を見守り・支えていく体制の構築に取り組んでいきたいと思い

ますので、引き続き、ご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。 

                                                            

2017（平成 29）年７月 初版発行 

2019（令和元）年９月 第２版発行 
 

発 行 三好市福祉事務所 長寿・障害福祉課 

みよし地域包括支援センター 

電 話 ０８８３-７２-５８７７ 

ＦＡＸ ０８８３-７６-０１５０ 

                                                            

表紙：（絵）梶芳実央、（字）川上清美 
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「まごのて手帳みよし」掲載店の店頭などに、このステッカーを掲示してもらっています 

 

孫がおじいちゃんと手をつないで商店に向かっているこの図は 

高齢者の方が地域・社会とつながり生活している様子をイメージしています 

 


