
　 令和元年10月1日現在

土砂災害警戒区域 浸水想定区域
警戒区域 （想定最大規模降雨）
○：所在地が区域内 ○：所在地が区域内
×：所在地が区域外 ×：所在地が区域外
警戒区域の種別
（）：Ｙ、Ｒ （）：浸水深メートル
    Y：警戒区域
    Ｒ：特別警戒区域

【社会福祉施設】
医療型障がい児入所施設 独立行政法人　国立病院機構徳島病院 独立行政法人　国立病院機構徳島病院 吉野川市鴨島町敷地1354 0883-24-2161 0883-24-8661 ○（Ｙ、Ｒ）急傾斜地 ×

児童発達支援
きりん教室　よしのがわ (NPO法人)こどもの発達研究室きりん 吉野川市鴨島町麻植塚２４１－１ 0883-30-030９ 0883-30-0309 × ○（３～５ｍ）
ナイスかもじま (株)鎌倉総合企画 吉野川市鴨島町喜来乗島番外26-7 0883-36-9920 0883-36-9930 × ○（３～５ｍ）
たけのこ川島 （合）たけのこ 吉野川市川島町桑村2666-2 0883-36-1702 0883-36-1703 × ○（５～１０ｍ）
ナーシングホームあおいそら （医）あおぞら内科 吉野川市鴨島町鴨島876 0883-36-1121 0883-36-1131 × ○（３～５ｍ）
児童デイ　ワンハート ワンハート合同会社 吉野川市鴨島町鴨島244-2 0883-36-1810 0883-36-1830 × ○（３～５ｍ）

放課後等デイサービス きりん教室　よしのがわ (NPO法人)こどもの発達研究室きりん 吉野川市川島町桑村860 0883-30-0308 0883-30-0309 × ○（0.5～３ｍ）
どりーむキッズよしの川 (NPO法人)どりーまぁサービス 吉野川市鴨島町西麻植字大東130-6 0883-36-1225 × ○（０．５ｍ未満）
ナイスかもじま (株)鎌倉総合企画 吉野川市鴨島町喜来乗島番外26-7 0883-36-9920 088-615-9930 × ○（３～５ｍ）
たけのこ川島 （合）たけのこ 吉野川市川島町桑村2666-2 0883-36-1702 0883-36-1703 × ○（５～１０ｍ）
ナーシングホームあおいそら （医）あおぞら内科 吉野川市鴨島町鴨島876 0883-36-1121 0883-36-1131 × ○（３～５ｍ）
児童デイ　ワンハート ワンハート合同会社 吉野川市鴨島町鴨島244-2 0883-36-1810 0883-36-1830 × ○（３～５ｍ）

保育所等訪問支援 きりん教室　よしのがわ (NPO法人)こどもの発達研究室きりん 吉野川市鴨島町麻植塚２４１－１ 0883-30-030９ 0883-30-0309 × ○（３～５ｍ）

放課後児童健全育成事業 ひまわり児童クラブ ひまわり児童クラブ 吉野川市鴨島町飯尾35-1 0883-24-5881 0883-24-5881 × ○（３～５ｍ）
旧飯尾敷地幼稚園内

牛島児童クラブ 牛島児童クラブ 吉野川市鴨島町牛島910-1 × ○（３～５ｍ）
旧牛島幼稚園

森山児童クラブ 森山児童クラブ 吉野川市鴨島町山路1086 090-3180-5965 × ○（０．５～３ｍ）
旧森山幼稚園

山瀬学童保育所のび2クラブ 山瀬学童保育所のび2クラブ 吉野川市山川町堤外11-1 0883-42-2040 0883-42-2040 × ○（５～１０ｍ）
山瀬公民館内

山瀬学童保育所ほのぼのクラブ 山瀬学童保育所ほのぼのクラブ 吉野川市山川町堤外３-1２ 0883-42-6288 0883-42-6288 × ○（５～１０ｍ）
旧山川町身体障がい者福祉センター

西麻植児童クラブ 西麻植児童クラブ 吉野川市鴨島町西麻植字田渕129-1 0883-22-3310 0883-22-3310 × ○（３～５ｍ）
西麻植公民館内

川島学童クラブ 川島学童クラブ 吉野川市川島町桑村1038-7 090-8281-8586 0883-25-2180 ○（Y）土石流 ○（５～１０ｍ）
川島小学校敷地内

上浦児童クラブ 上浦児童クラブ 吉野川市鴨島町上浦450-6 080-1996-7631 0883-22-1977 × ○（３～５ｍ）
上浦公民館内

学島学童クラブ 学島学童クラブ 吉野川市川島町学字辻76 080-6395-9859 0883-25-2098 × ○（５～１０ｍ）
学島小学校内

めぐみファミリーダンボクラス めぐみファミリーダンボクラス 吉野川市鴨島町鴨島380 0883-24-2435 0883-24-0899 × ○（３～５ｍ）
めぐみ幼稚園内

知恵島児童クラブ 知恵島児童クラブ 吉野川市鴨島町知恵島735-1 090-2824-3588 × ○（５～１０ｍ）
鴨島児童クラブ 鴨島児童クラブ 吉野川市鴨島町鴨島652-9 090-7625-0640 × ○（３～５ｍ）
リアン鴨島児童クラブ リアン鴨島児童クラブ 吉野川市鴨島町鴨島652-9 090-7625-0640 × ○（３～５ｍ）
高越学童おひさまクラブ 高越学童おひさまクラブ 吉野川市山川町町88 090-7787-8732 0883-42-2151 × ○（０．５～３ｍ）

旧山川南保育所
高越学童あおぞらクラブ 高越学童あおぞらクラブ 吉野川市山川町町88 090-7787-8732 0883-42-2151 × ○（０．５～３ｍ）

旧山川南保育所

９　　吉野川市内　要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設等）一覧

施設の種類 施設名 設置主体 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号
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保育所 鴨島中央保育園 (福)鴨島ひかり会 吉野川市鴨島町鴨島乙897-9 0883-24-2356 0883-24-2356 × ○（５～１０ｍ）
鴨島ひかり乳幼児保育園 (福)鴨島ひかり会 吉野川市鴨島町喜来323-151 0883-24-1282 0883-24-1282 × ○（３～５ｍ）
鴨島呉郷保育所 吉野川市 吉野川市鴨島町飯尾550-24 0883-24-7852 0883-24-7852 × ○（０．５～３ｍ）

児童館 鴨島児童館 吉野川市(運営主体：学校法人鴨島学園）吉野川市鴨島町知恵島1208-2 0883-24-2379  0883-24-2379 × ○（３～５ｍ）
近久児童館 吉野川市(運営主体： 吉野川市川島町学字近久157-2 0883-25-4985 0883-25-4985 × ○（５～１０ｍ）

(福)吉野川市社会福祉協議会）
八坂児童館 吉野川市(運営主体：(有)かもめ体育保育園)吉野川市山川町安楽寺165 0883-42-6828 0883-42-6828 × ×
鴨島南児童館 吉野川市(運営主体：(株)ｽｽﾞﾗﾝ) 吉野川市鴨島町飯尾550-76 0883-22-2277 0883-22-2277 × ○（０．５～３ｍ）

幼保連携型認定こども園 川島こども園 吉野川市 吉野川市川島町桒村2421-1 0883-25-6690 0883-25-6691 × ○（５～１０ｍ）
鴨島東こども園 吉野川市 吉野川市鴨島町牛島888-1 0883-24-8911 0883-24-8922 × ○（３～５ｍ）
高越こども園 吉野川市 吉野川市山川町町９４ 0883-42-2430 0883-42-2400 × ○（０．５～３ｍ）
鴨島かもめこども園 (福)かもめ福祉会 吉野川市鴨島町西麻植字大東98-1 0883-24-2856 0883-24-2857 × ○（３～５ｍ）
山瀬かもめこども園 (福)かもめ福祉会 吉野川市山川町諏訪266-5 0883-30-1212 0883-30-1213 × ○（５～１０ｍ）
認定こども園めぐみ幼稚園めぐみ保育園 (学)鴨島学園 吉野川市鴨島町鴨島380 0883-24-2435 0883-22-0899 × ○（３～５ｍ）

養護老人ホーム 養護老人ホーム芳越荘 (福)博友会 吉野川市山川町青木17 0883-42-2317 0883-42-6533 × ×
養護老人ホームあけわ (福)イトカワ 吉野川市鴨島町鴨島538-8 0883-26-1100 0883-26-1231 × ○（３～５ｍ）

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム菊美荘
(福祉サービス第三者評価受審施設） (福)白鳳会 吉野川市鴨島町上下島443-2 0883-24-6137 0883-24-1473 × ○（３～５ｍ）
特別養護老人ホーム水明荘 (福)健祥会 吉野川市川島町川島106 0883-25-2333 0883-25-6234 × ×
特別養護老人ホーム美山苑 (福)博友会 吉野川市山川町祗園51 0883-42-7111 0883-42-6655 ○（Ｙ）急傾斜地 ×
特別養護老人ホーム美郷 (福)高越会 吉野川市美郷字毛無92-17 0883-26-7878 0883-26-7816 ○（Ｙ）急傾斜地 ×
    

地域密着型
  特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム美山苑 (福)博友会 吉野川市山川町祗園51 0883-42-7111 0883-42-6655 ○（Ｙ）急傾斜地 ×

軽費老人ホーム 軽費老人ホーム健祥会ヴィラ (福)健祥会 吉野川市川島町桑村361-1 0883-25-2556 0883-25-5030 × ×
ケアハウス清和園 (福)高越会 吉野川市山川町川東82-1 0883-42-6765 0883-42-4037 × ×
ケアハウス健祥会プロバンス (福)健祥会 吉野川市鴨島町内原46-3 0883-24-3131 0883-24-6886 × ○（３～５ｍ）
     

認知症高齢者グループホームグループホーム美郷 (医)中西内科クリニック 吉野川市美郷毛無92-3 0883-26-7577 0883-43-2078 ○（Ｙ）急傾斜地 ×
グループホームのぞみ (医)徳寿会 吉野川市鴨島町内原432 0883-24-2200 0883-24-6572 × ○（０．５～３ｍ）
グループホームみま (医)青鳳会 吉野川市鴨島町上下島499-21 0883-26-0250  0883-24-2570 × ○（３～５ｍ）
グループホーム希望の家 (福)高越会 吉野川市山川町川東90-1 0883-42-7588 0883-42-4037 × ×
グループホーム礼あり優あり (福)健祥会 吉野川市鴨島町麻植塚196-1 0883-26-1175 0883-24-6886 × ○（３～５ｍ）
グループホーム山川 (医)中西内科クリニック 吉野川市山川町川東80 0883-42-7038 0883-42-6756 × ×
グループホームえくせれんと鴨島 (株)エクセレントケアシステム 吉野川市鴨島町内原161-2 0883-26-1919 0883-26-1920 × ○（０．５～３ｍ）
グループホームふるさと (福)博友会 吉野川市山川町祗園51-2 0883-42-7180 0883-42-6655 ○（Ｙ）急傾斜地 ×
グループホームプラチナホーム鴨島 (株)ハートフルケア 吉野川市鴨島町鴨島208 0883-22-3188 0883-22-2550 × ○（３～５ｍ）
グループホームあわ （福）イトカワ 吉野川市鴨島町鴨島538-16 0883-26-1223 0883-326-1223 × ○（３～５ｍ）

デイサービスセンター　
（指定通所介護事業所を含む）

菊美荘デイサービスセンター
(福祉サービス第三者評価受審施設） (福)白鳳会 吉野川市鴨島町上下島字大北443-2 0883-24-6137 0883-24-1473 × ○（３～５ｍ）
健祥会デイサービスセンター（休止中） (福)健祥会 吉野川市川島町桑村３６８－１ 0883-25-2772 0883-25-5030 × ×
デイセンターアルル (福)健祥会 吉野川市鴨島町内原46-3 0883-24-3888 0883-24-6886 × ○（３～５ｍ）
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デイサービスセンター和紙のさと (福)博友会 吉野川市山川町川田898-1 0883-26-4141 0883-26-4151 × ○（５～１０ｍ）
デイサービスセンターゆず (有)ゆず 吉野川市鴨島町西麻植字大東130-6 0883-26-0884 0883-26-0844 × ○（０．５ｍ未満）
真一号館 (有)真商事 吉野川市鴨島町敷地514-1 0883-26-1088 0883-22-1570 × ×
デイサービスセンターあわ (福)イトカワ 吉野川市鴨島町鴨島538-8 0883-26-1100 0883-26-1231 × ○（３～５ｍ）
宅老所生き活き家 (株)生き活き 吉野川市鴨島町山路1651-1 0883-36-9277 0883-36-9278 × ×
デイサービスセンターせせらぎ (医)青鳳会 吉野川市鴨島町上下島440-3 0883-24-3066 0883-24-3511 × ○（３～５ｍ）
デイサービスセンターｅｎｊｏｙ  (株)縁由会 吉野川市鴨島町牛島2116-1 0883-36-9860 0883-36-9870 × ○（３～５ｍ）
通所介護さくら (医)さくら診療所 吉野川市山川町前川212-3 0883-42-8113 0883-42-6702 × ○（３～５ｍ）
すだちのはな（休止中） (株)阿波すだち 吉野川市山川町川東214-1 0883-35-2011 0883-35-8011 × ×
レッツ倶楽部・吉野川 (株)ケーズワークス 吉野川市山川町堤外5-17 0883-42-7525 0883-42-7526 × ○（５～１０ｍ）
真二号館 (有)真商事 吉野川市鴨島町飯尾字古林裾1614-20 0883-36-1555 0883-36-1577 ○（Ｙ）急傾斜地 ×
ナーシングホームあおいそら （医）あおぞら内科 吉野川市鴨島町鴨島８７６ 0883-36-1121 0883-36-1131 × ○（３～５ｍ）
ミニデイ・はらだ （株）ＥＩＤＯ 吉野川市山川町前川12-2 0883-22-9300 0883-42-4155 × ○（５～１０ｍ）

    
生活支援ハウス 高齢者生活支援ハウスやまかわ (福)博友会 吉野川市山川町祇園５１ 0883-42-7111 0883-42-6655 ○（Ｙ）土石流 ×

    

老人福祉センター 吉野川市鴨島老人福祉センター 吉野川市 吉野川市鴨島町鴨島甲1 0883-24-5114 × ○（５～１０ｍ）
吉野川市川島老人福祉センター 〃 吉野川市川島町学字吉本34-2 0883-25-2012 × ○（５～１０ｍ）
吉野川市城山老人福祉センター 〃 吉野川市川島町川島146 0883-25-5522 × ×
健祥会インディペンデント２１  (福)健祥会 吉野川市川島町川島106-2 0883-26-3010 0883-26-3011 × ×
吉野川市山川老人福祉センター 吉野川市 吉野川市山川町翁喜台117 0883-42-2089 0883-42-6888 × ○（０．５～３ｍ）
   

老人（在宅）介護支援センター菊美荘在宅介護支援センター (福)白鳳会 吉野川市鴨島町上下島443-2 0883-24-6137 0883-22-1473 × ○（３～５ｍ）
健祥会在宅介護支援センター川島 (福)健祥会 吉野川市川島町桑村368-1 0883-25-3028 0883-25-5030 × ×
吉野川市山川在宅介護支援センター (福)博友会 吉野川市山川町祇園51 0883-42-7112 0883-42-6655 ○（Ｙ）急傾斜地 ×
吉野川市社協美郷支所在宅介護支援センター吉野川市社協 吉野川市美郷字毛無92-6 0883-43-2019 0883-43-2533 ○（Ｙ）急傾斜地 ×
健祥会在宅介護支援センター鴨島 (福)健祥会 吉野川市鴨島町内原46-3 0883-24-3252 0883-24-6886 × ○（３～５ｍ）
    

障がい者支援施設
(施設入所支援) 障害者支援施設野菊の里 (福)白鳳会 吉野川市鴨島町敷地1463-1 0883-24-6168 0883-24-6144 ○（Ｙ、Ｒ）急傾斜地 ×

(福祉サービス第三者評価受審施設)
     

療養介護事業所 独立行政法人国立病院機構徳島病院 独立行政法人国立病院機構徳島病院 吉野川市鴨島町敷地1354 0883-24-2161  0883-24-8661 ○（Ｙ、Ｒ）急傾斜地 ×
    

生活介護事業所 障害者支援施設野菊の里 (福)白鳳会 吉野川市鴨島町敷地1463-1 0883-24-6168 0883-24-6144 ○（Ｙ、Ｒ）急傾斜地 ×
(福祉サービス第三者評価受審施設)
     

障害福祉サービス事業所 ヴィヴァーチェ野菊 〃 吉野川市鴨島町敷地1463-1 0883-24-6176 0883-24-6144 ○（Ｙ、Ｒ）急傾斜地 ×
(福祉サービス第三者評価受審施設)
ナーシングホームあおいそら (医)あおぞら内科 吉野川市鴨島町鴨島876 0883-36-1121 0883-36-1131 × ○（３～５ｍ）
     

就労移行支援 障害福祉サービス事業所ヴィ (福)白鳳会 吉野川市鴨島町敷地1463-1 0883-24-6176  0883-24-6144 ○（Ｙ、Ｒ）急傾斜地 ×
ヴァーチェ野菊（休止中）
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(福祉サービス第三者評価受審施設)
    

就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ａ型事業所サポート 特定非営利活動法人さくら 吉野川市山川町前川197-1 0883-36-1818 0883-36-1819 × ○（５～１０ｍ）
みらい ｷｮｰｴｲ山川店内

  
就労継続支援Ｂ型 障害福祉サービス事業所 (福)白鳳会 吉野川市鴨島町敷地1463-1  0883-24-6176 0883-24-6144 ○（Ｙ、Ｒ）急傾斜地 ×

ヴィヴァーチェ野菊
(福祉サービス第三者評価受審施設)
就労継続支援センター巣立 (NPO法人)巣立 吉野川市鴨島町喜来甲26-2 0883-24-1974 0883-24-1974 × ○（５～１０ｍ）
就労継続支援Ｂ型事業所あおぎ (株)あおぎワークホーム 吉野川市山川町諏訪302-8 0883-42-7339 0883-42-7339 × ○（５～１０ｍ）
就労継続支援Ｂ型事業所ゆいたび (株)ＴＡＢＩＪＩ 吉野川市鴨島町上浦108-1 0883-36-1128 0883-36-1127 × ○（３～５ｍ）

共同生活援助(グループホーム)トモニーホーム (福)白鳳会 野菊の里 0883-36-1004 0883-36-8003 × ○（３～５ｍ）
吉野川市鴨島町上下島431-17

    
     

就労継続支援Ｂ型 就労継続支援Ｂ型アトリエひまわり (NPO法人)アトリエひまわり 吉野川市鴨島町西麻植麻植市115-5  0883-22-0780 0883-22-0780 × ○（３～５ｍ）

地域包括支援センター 吉野川市地域包括支援センター 吉野川市 吉野川市鴨島町鴨島115-1 0883-22-2265  0883-25-2260 × ○（３～５ｍ）

生活支援ハウス 高齢者生活支援ハウスやまかわ (福)博友会 吉野川市山川町祇園51 0883-42-7111 0883-42-6655 ○（Ｙ）急傾斜地 ×

老人憩の家 吉野川市東山老人憩の家 吉野川市 吉野川市美郷字栗木128-3 ○（Ｙ）急傾斜地 ×
吉野川市中枝老人憩の家 〃 吉野川市美郷字平250-5 ○（Ｙ）急傾斜地・土石流 ×
吉野川市上浦老人憩の家 〃 吉野川市鴨島町上浦640-4 × ○（３～５ｍ）
吉野川市敷地老人憩の家 〃 吉野川市鴨島町敷地323 × ○（０．５～３ｍ）
吉野川市三山老人憩の家 〃 吉野川市美郷字川俣8-1 ○（Ｙ）急傾斜地 ×
吉野川市内原老人憩の家 〃 吉野川市鴨島町内原447 × ○（３～５ｍ）
吉野川市むつみ老人憩の家 〃 吉野川市川島町三ツ島字北新田553 × ○（５～１０ｍ）
吉野川市喜来老人憩の家 〃 吉野川市鴨島町喜来甲48-1 × ○（３～５ｍ）
吉野川市知恵島老人憩の家 〃 吉野川市鴨島町知恵島1758-3 × ○（５～１０ｍ）
吉野川市鴨島南部老人憩の家 〃 吉野川市鴨島町上下島74 × ○（３～５ｍ）
吉野川市北町老人憩の家 〃 吉野川市川島町川島512 ○（Ｙ）急傾斜地 ×
吉野川市サントピア老人憩の家 〃 吉野川市川島町桒村619-96 ○（Ｙ）急傾斜地 ×
吉野川市東児島老人憩の家 〃 吉野川市川島町児島字長池98-1 × ○（５～１０ｍ）

  
有料老人ホーム 有料老人ホームさくら (医)さくら診療所 吉野川市山川町前川212-3 0883-42-8112 0883-42-6702 × ○（３～５ｍ）

真のさと (有)真商事 吉野川市鴨島町敷地516-3 0883-36-1077 0883-36-1155 × ×
    
　    

介護老人保健施設(既開設施設)の開設状況介護老人保健施設やすらぎ荘 (医)青鳳会 吉野川市鴨島町上下島495-5 0883-24-6564 0883-24-2570 × ○（３～５ｍ）
老人保健施設健祥会ウェル (福)健祥会 吉野川市川島町川島114-3 0883-25-3333 0883-25-6233 × ×
介護老人保健施設長寿園 (医)徳寿会 吉野川市鴨島町内原432 0883-24-7888  0883-24-6572 × ○（０．５～３ｍ）
　  
　    

介護老人保健施設 リハビリセンターのぞみ (医)のぞみ 吉野川市山川町祗園41-5 0883-42-6616 0883-42-6626 ○（Ｙ）急傾斜地 ×
　   
　   
　   

【幼稚園】
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幼稚園 鴨島幼稚園 吉野川市 吉野川市鴨島町鴨島600-1 0883-24-6391 × ○（３～５ｍ）
知恵島幼稚園 吉野川市 吉野川市鴨島町知恵島781 0883-24-8894 × ○（３～５ｍ）

【小中学校　高等学校】
小学校 上浦小学校 吉野川市 吉野川市鴨島町上浦９３１ 0883-24-2009 0883-22-1662 × ○（３～５ｍ）

牛島小学校 吉野川市 吉野川市鴨島町牛島865-1 0883-24-2019 0883-22-1663 × ○（３～５ｍ）
森山小学校 吉野川市 吉野川市鴨島町山路1086 0883-24-2205 0883-22-1664 × ○（０．５～３ｍ）
鴨島小学校 吉野川市 吉野川市鴨島町鴨島564 0883-24-2237 0883-22-1665 × ○（３～５ｍ）
飯尾敷地小学校 吉野川市 吉野川市鴨島町飯尾７ 0883-24-2527 0883-22-1666 × ○（３～５ｍ）
西麻植小学校 吉野川市 吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂85-2 0883-24-2622 0883-22-1667 × ○（３～５ｍ）
知恵島小学校 吉野川市 吉野川市鴨島町知恵島781 0883-24-2329 0883-22-1668 × ○（３～５ｍ）
川島小学校 吉野川市 吉野川市川島町桑村2193 0883-25-2360 0883-25-2379 ○（Ｙ）土石流 ○（５～１０ｍ）
学島小学校 吉野川市 吉野川市川島町学字辻76 0883-25-2061 0883-25-2098 × ○（５～１０ｍ）
山瀬小学校 吉野川市 吉野川市山川町諏訪266-1 0883-42-2133 0883-42-6835 × ○（５～１０ｍ）
高越小学校 吉野川市 吉野川市山川町町93 0883-42-2022 0883-42-6833 × ○（０．５～３ｍ）

中学校 鴨島東中学校 吉野川市 吉野川市鴨島町麻植塚215-3 0883-24-2034 0883-24-8556 × ○（３～５ｍ）
鴨島第一中学校 吉野川市 吉野川市鴨島町鴨島633-2 0883-24-2449 0883-24-2322 × ○（５～１０ｍ）

市立　川島中学校 吉野川市 吉野川市川島町桑村2558 0883-25-2734 0883-25-5101 × ○（５～１０ｍ）
県立　川島中学校 徳島県 吉野川市川島町桑村367-3 0883-25-2835 0883-25-5340 × ×

山川中学校 吉野川市 吉野川市山川町前川261 0883-42-3137 0883-42-6165 × ○（５～１０ｍ）

高等学校 吉野川高等学校 徳島県 吉野川市鴨島町喜来681-9 0883-24-2117 0883-22-0985 × ○（３～５ｍ）
川島高等学校 徳島県 吉野川市川島町桑村367-3 0883-25-2824 0883-25-5340 × ×

特別支援学校 鴨島支援学校 徳島県 吉野川市鴨島町敷地1392-2 0883-24-6670 0883-22-1073 ○（Ｙ）（Ｒ）急傾斜地 ×

【医療機関】
あおぞら内科 馬木 良文 吉野川市鴨島町知恵島720-7 22-1311 36-9228 × ○（５～１０ｍ）
麻名内科外科クリニック 山下 恭治 吉野川市鴨島町上浦７７-４ 26-0020 26-0035 × ○（３～５ｍ）
阿部整形外科 阿部 光仁 吉野川市鴨島町上下島１０５ 24-4880 24-6151 × ○（３～５ｍ）
井内内科 井内 康博 吉野川市鴨島町上下島７９-１ 24-3070 24-3075 × ○（３～５ｍ）
石原小児科 石原 哲也 吉野川市鴨島町鴨島３５３ 24-2388 24-8814 × ○（３～５ｍ）
石原内科循環器科 石原 茂樹 吉野川市鴨島町飯尾１８７ 24-2536 22-0807 × ○（３～５ｍ）
糸田川眼科 糸田川 誠也 吉野川市鴨島町鴨島５２６ 24-2531 26-0586 × ○（３～５ｍ）
糸田川クリニック 糸田川 美知子 吉野川市鴨島町鴨島５２６ 24-7555 24-3745 × ○（３～５ｍ）
吉野川医療センター 橋本 寛文 吉野川市鴨島町知恵島１２０ 26-2222 26-2300 × ○（５～１０ｍ）
大内整形外科 大内 勉 吉野川市鴨島町上下島３８４-１ 24-3058 24-3062 × ○（３～５ｍ）
梶本胃腸科内科 本田　浩仁 吉野川市鴨島町鴨島５０６ 24-2413 24-2413 × ○（３～５ｍ）
かなめ小児科内科クリニック 岡田 要 吉野川市鴨島町牛島３２７１-９ 26-0310 26-0311 × ○（３～５ｍ）
鴨島川島クリニック 川原 和彦 吉野川市鴨島町飯尾３９６-３ 24-8551 22-1355 × ○（３～５ｍ）
鴨島耳鼻咽喉科 戸村 義則 吉野川市鴨島町麻植塚114-1 24-8070 24-8070 × ○（３～５ｍ）
鴨島病院 土橋 孝之 吉野川市鴨島町内原４３２ 24-6565 24-6572 × ○（０．５～３ｍ）
木村内科胃腸科 木村 倍士 吉野川市鴨島町西麻植字絵馬堂６１ 24-6413 24-6425 × ○（３～５ｍ）
杏和医院 宍戸 和代 吉野川市鴨島町西麻植字麻植市４０-６ 22-0333 22-0363 × ○（３～５ｍ）
グリーン耳鼻咽喉科 馬淵 厚至 吉野川市鴨島町鴨島597-1 24-2488 24-2494 × ○（３～５ｍ）
独立行政法人国立病院機構　徳島病院 西野　洋 吉野川市鴨島町敷地1354 24-2161 24-8661 ○（Ｙ）（Ｒ）急傾斜地 ×
鈴木内科 鈴木 雅晴 吉野川市鴨島町喜来３７４ 24-3413 22-2533 × ○（３～５ｍ）
鈴木内科 鈴木 率雄 吉野川市鴨島町敷地１４-１ 24-5880 24-1218 × ○（３～５ｍ）
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高橋皮膚科クリニック 高橋 収 吉野川市鴨島町鴨島522-5 24-5122 24-5665 × ○（３～５ｍ）
知恵島皮膚科診療所 原田 勝博 吉野川市鴨島町知恵島1049-3 36-9012 36-9013 × ○（５～１０ｍ）
筒井クリニック 筒井 候彦 吉野川市鴨島町鴨島２８３ 24-3300 24-3542 × ○（３～５ｍ）
古本内科クリニック 古本 真二郎 吉野川市鴨島町鴨島４０６-５ 24-7377 24-6962 × ○（３～５ｍ）
美摩病院 美馬　紀章 吉野川市鴨島町上下島４９７ 24-2957 24-0724 × ○（３～５ｍ）
森住内科医院 森住 啓 吉野川市鴨島町内原４８-１ 22-3010 22-3011 × ○（３～５ｍ）
リバーサイドクリニック岡田 岡田 哲 吉野川市鴨島町知恵島１７７４ 24-8884 24-0027 × ○（３～５ｍ）
渡辺医院 渡辺 国郎 吉野川市鴨島町麻植塚３８６-５ 24-7177 24-7178 × ○（３～５ｍ）
和田耳鼻咽喉科 和田 好純 吉野川市鴨島町鴨島351-4 24-2566 24-2710 × ○（３～５ｍ）
岡田医院 岡田 浩司 吉野川市川島町川島７０９-３ 25-3566 25-2185 × ×
岸整形外科 岸 浩 吉野川市川島町三ツ島字一里松１２６ 25-3133 25-3173 × ○（５～１０ｍ）
四宮医院 四宮 智好 吉野川市川島町桒村２５５５-１ 25-2016 25-6456 × ○（５～１０ｍ）
杉山医院 青山 眞理 吉野川市川島町川島４０５-１１ 25-2802 25-2802 × ○（５～１０ｍ）
矢田医院 矢田 健太郎 吉野川市川島町三ツ島字長塚３４６-2 25-2006 25-5525 × ○（３～５ｍ）
あいざと山川クリニック 多田　量行 吉野川市山川町前川200-2 42-8811 42-8812 × ○（３～５ｍ）
工藤内科医院 工藤 隆 吉野川市山川町川田１０６７ 42-3113 42-3113 × ○（３～５ｍ）
さくら診療所 吉田 修 吉野川市山川町前川２１２-６ 42-5520 42-5527 × ○（３～５ｍ）
谷医院 谷 能也 吉野川市山川町建石１５８ 42-2353 42-2353 × ×
富本医院 富本 浩明 吉野川市山川町堤外５-１７ 42-3123 42-3378 × ○（５～１０ｍ）
中西内科クリニック 中西 二郎 吉野川市山川町川東８８-１ 42-6755 42-6756 × ×
松永医院 松永 裕子 吉野川市山川町宮北３８ 42-2110 42-4013 × ○（３～５ｍ）
三木クリニック 居村　豪 吉野川市山川町祗園41-5 42-6618 42-6626 ○（Ｙ）急傾斜地 ×
山下耳鼻咽喉科クリニック 山下 利幸 吉野川市山川町堤外21-1 42-7533 42-7587 × ○（５～１０ｍ）
よしのがわ往診診療所 渡部　豪 吉野川市山川町湯立２７７-１ 36-1850 × ○（３～５ｍ）
美郷診療所 中西 二郎 吉野川市美郷毛無９２-３ 26-7570 ○（Ｙ）急傾斜地 ×

【歯科診療所】
石田歯科医院 石田 徳太郎 吉野川市鴨島町内原225 0883-24-4348 0883-24-5893 × ○（０．５～３ｍ）
井上歯科医院 井上　正仁 吉野川市鴨島町中島495-5 0883-24-8501 0883-26-0582 × ○（３～５ｍ）
うらやま歯科医院 浦山　明久 吉野川市鴨島町知恵島1781-6 0883-24-0009 0883-24-0009 × ○（５～１０ｍ）
岡本歯科 岡本　恭次 吉野川市鴨島町西麻植字新田5-12 0883-22-0838 0883-22-0838 × ○（０．５～３ｍ）
鴨島歯科 北岡　靖啓 吉野川市鴨島町鴨島674-10 0883-24-6026 0883-24-6026 × ○（３～５ｍ）
川井歯科医院 川井　晃二 吉野川市鴨島町鴨島156-3 0883-24-8436 0883-24-6918 × ○（３～５ｍ）
きりの歯科クリニック 桐野　晃教 吉野川市鴨島町西麻植字広畑88-1 0883-24-5151 0883-24-5152 × ○（３～５ｍ）
工藤歯科医院 工藤　貴也 吉野川市鴨島町西麻植字麻植市91-1 0883-24-5123 0883-24-7873 × ○（３～５ｍ）
近藤歯科医院 近藤　雅也 吉野川市鴨島町鴨島444-11 0883-24-2822 0883-24-3230 × ○（３～５ｍ）
さとう歯科医院 佐藤　寛 吉野川市鴨島町麻植塚381-6 0883-22-0888 0883-22-0889 × ○（３～５ｍ）
せお歯科医院 瀬尾　重博 吉野川市鴨島町上下島78-1 0883-24-8200 0883-24-5133 × ○（３～５ｍ）
多田歯科医院 多田　雄一郎 吉野川市鴨島町上下島300-2 0883-24-9222 0883-24-9222 × ○（３～５ｍ）
飛梅歯科医院 飛梅　悟 吉野川市鴨島町鴨島526-10 0883-24-0517 0883-22-1265 × ○（３～５ｍ）
まつうら歯科クリニック 松浦　広興 吉野川市鴨島町鴨島324-1 0883-22-1555 0883-22-1557 × ○（３～５ｍ）
モロタニ歯科 諸谷　雅裕 吉野川市鴨島町牛島852-6 0883-24-6474 0883-24-6599 × ○（３～５ｍ）
やまさきデンタルクリニック 山崎　康文 吉野川市鴨島町知恵島１３２９－１ 0883-36-1512 0883-36-1513 × ○（３～５ｍ）
和田歯科クリニック 和田　誠介 吉野川市鴨島町鴨島346 0883-24-2336 0883-24-2477 × ○（３～５ｍ）
アップル歯科・小児歯科クリニック 北岡　直樹 吉野川市川島町川島２４６-１ 0883-25-6480 0883-25-6488 × ○（３～５ｍ）
ごとう歯科医院 後藤　裕士 吉野川市川島町児島字東須賀125-3 0883-26-3088 0883-26-3077 × ○（５～１０ｍ）
杉山歯科医院 杉山　忍 吉野川市川島町川島258-1 0883-25-4184 0883-25-5373 × ○（３～５ｍ）
前坂歯科医院 前坂　孝 吉野川市川島町桑村2369-7 0883-25-4888 0883-26-3509 × ○（３～５ｍ）
近藤歯科医院 近藤　良樹 吉野川市山川町堤外12-1 0883-42-2121 0883-42-2121 × ○（５～１０ｍ）
谷本歯科医院 谷本　良司 吉野川市山川町翁喜台169-11 0883-42-2069 0883-42-6215 × ○（０．５～３ｍ）
なか歯科医院 中　博芳 吉野川市山川町村雲57-13 0883-42-7410 0883-42-7412 × ○（３～５ｍ）
松本歯科クリニック 松本　恵次 吉野川市山川町前川213-58 0883-42-6488 0883-42-6458 × ○（３～５ｍ）
山本歯科医院 山本　司朗 吉野川市山川町天神15-2 0883-42-6474 0883-42-7120 × ○（３～５ｍ）
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