令和元年6月1日現在

令和元年度職場体験施設一覧
施設・事業所名

種別

設置・経営主体

郵便番号

市・郡別

住

所

ＴＥＬ

ＦＡＸ

1

特別養護老人ホーム さんさん荘

特別養護老人ホーム

（福）燦々会

761-1704

高松市

高松市香川町川内原1003番地1

087-879-0123

087-879-0669

2

特別養護老人ホーム すみれ荘

特別養護老人ホーム

（福）すみれ福祉会

761-0433

高松市

高松市十川西町1234番地1

087-848-0800

087-848-1800

3

特別養護老人ホーム 弘恩苑

特別養護老人ホーム

（福）弘善会

761-0321

高松市

高松市前田西町683番地7

087-847-9555

087-847-4831

4

特別養護老人ホーム さくら荘

特別養護老人ホーム

（福）すみれ福祉会

761-0301

高松市

高松市林町76-14

087-868-0700

087-868-1780

5

特別養護老人ホーム エデンの丘

特別養護老人ホーム

（福）牧羊会

761-8032

高松市

高松市鶴市町1770-4

087-812-3455

087-812-3457

6

特別養護老人ホーム シオンの丘ホーム

特別養護老人ホーム

（福）牧羊会

761-8011

高松市

高松市香西北町260番地

087-881-4531

087-881-4592

7

特別養護老人ホーム 竜雲舜虹苑

特別養護老人ホーム

（福）竜雲学園

761-8078

高松市

高松市仏生山町甲3100番地2

087-888-5800

087-889-1004

8

特別養護老人ホーム 玉藻荘

特別養護老人ホーム

（福）さぬき

760-0031

高松市

高松市北浜町7-10

087-811-4554

087-821-3561

9

特別養護老人ホーム はなぞの園

特別養護老人ホーム

（福）花園福祉会

760-0077

高松市

高松市上福岡町2004番地１

087-837-0006

087-837-0010

10 特別養護老人ホーム さぬき

特別養護老人ホーム

（福）さぬき

760-0005

高松市

高松市宮脇町二丁目37番21号

087-831-4451

087-862-9276

11 特別養護老人ホーム 法寿苑

特別養護老人ホーム

（福）弘善会

760-0080

高松市

高松市木太町3308番地

087-832-5500

087-832-5530

12 特別養護老人ホーム 桉樹苑

特別養護老人ホーム

（福）すみれ福祉会

761-1703

高松市

高松市香川町浅野1414番地

087-879-3344

087-879-3349

13 特別養護老人ホーム 香色苑

特別養護老人ホーム

（福）弘善会

761-0104

高松市

高松市高松町1350-22

087-844-9090

087-844-1588

14 特別養護老人ホーム 一宮の里

特別養護老人ホーム

（福）喜勝会

761-8084

高松市

高松市一宮町875

087-886-8168

087-886-8169

15 一宮の里 デイサービスセンター

デイサービス

（福）喜勝会

761-8084

高松市

高松市一宮町875

087-886-8168

087-886-8169

16 一宮の里 ショートステイセンター

短期入所生活介護

（福）喜勝会

761-8084

高松市

高松市一宮町875

087-886-8168

087-886-8169

17 介護老人保健施設 サンライズ屋島

介護老人保健施設

（福）ルボア

761-0102

高松市

高松市新田町甲2723番地2

087-841-8090

087-841-8077

18 介護老人保健施設 香南苑

介護老人保健施設

（医社）高杉会

761-1405

高松市

高松市香南町池内701番地

087-879-9700

087-879-0303

19 にこにこライフ高松・デイサービス春びより

デイサービス

（株）メルクケア

761-0101

高松市

高松市春日町1649-1

087-814-7525

087-814-7575

20 デイサービスセンター だんし

デイサービス

（株）四国総合プランニング

761-8041

高松市

高松市檀紙町66番地1

087-815-7550

087-815-7551

21 デイサービス なつめ

デイサービス

（株）なつめ

760-0080

高松市

高松市木太町1188-2

087-814-5500

087-814-5505

22 デイサービス よしの

デイサービス

（医社）健愛会

761-1701

高松市

高松市香川町大野463-3

087-887-5577

087-887-5578

23 グループホーム らく楽新田

グループホーム

（有）EAST（らく楽福祉会グループ）

761-0102

高松市

高松市新田町1144-3

（有）らく楽（らく楽福祉会グループ）

769-0105

高松市

高松市国分寺町柏原1059-2

（有）らく楽（らく楽福祉会グループ）

761-8084

高松市

高松市一宮町1570 ・ 1568-1

（有）らく楽（らく楽福祉会グループ）

760-0072

高松市

高松市花園町1-1-5

（有）EAST（らく楽福祉会グループ）

761-8076

高松市

高松市多肥上町1713

087-868-7001
（事業本部）
087-868-7001
（事業本部）
087-868-7001
（事業本部）
087-868-7001
（事業本部）
087-868-7001
（事業本部）

087-867-8008
（事業本部）
087-867-8008
（事業本部）
087-867-8008
（事業本部）
087-867-8008
（事業本部）
087-867-8008
（事業本部）

24 らく楽国分寺
25 らく楽一宮
26 らく楽花園
27 らく楽多肥

有料老人ホーム・デイサービス
小規模多機能型居宅介護
有料老人ホーム・デイサービス
グループホーム
有料老人ホーム
デイサービス
有料老人ホーム
デイサービス

28 介護付有料老人ホーム フラワーガーデン伏石

介護付有料老人ホーム

（有）マエダメディカルコーポ

761-8071

高松市

高松市伏石町2008-5

087-868-8999

087-868-8805

29 ココロココ伏石

住宅型有料老人ホーム

（株）ココロココ

761-8071

高松市

高松市伏石町2063-2

0896-29-5778
（事業本部）

0896-29-5779
（事業本部）

30 アルファリビング高松紺屋町

住宅型/介護付有料老人ホーム あなぶきメディカルケア（株）

760-0027

高松市

高松市紺屋町5-3

087-802-5222

087-802-5223

31 アルファリビング高松駅前

住宅型有料老人ホーム

あなぶきメディカルケア（株）

760-0022

高松市

高松市西内町1-6

32 アルファリビング高松伏石南

サービス付き高齢者向け住宅

あなぶきメディカルケア（株）

761-8071

高松市

高松市伏石町2171-1

33 アルファリビング高松松縄

サービス付き高齢者向け住宅

あなぶきメディカルケア（株）

760-0079

高松市

高松市松縄町1006-19

34 アルファリビング高松伏石サンフラワー通り

サービス付き高齢者向け住宅

あなぶきメディカルケア（株）

761-8071

高松市

高松市伏石町2111-2

35 アルファリビング高松百間町

サービス付き高齢者向け住宅

あなぶきメディカルケア（株）

760-0041

高松市

高松市百間町8-11

087-802-5222
（紺屋町）
087-802-5222
（紺屋町）
087-802-5222
（紺屋町）
087-802-5222
（紺屋町）
087-802-5222
（紺屋町）

087-802-5223
（紺屋町）
087-802-5223
（紺屋町）
087-802-5223
（紺屋町）
087-802-5223
（紺屋町）
087-802-5223
（紺屋町）
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36 かがやきの季（とき） 昭和町

サービス付き高齢者向け住宅

（株）穴吹ライフサポート

760-0014

高松市

高松市昭和町一丁目7番23号

087-837-8241

087-837-8242

37 コリーナ通所リハビリテーション

デイケア

（医社）光風会

761-0123

高松市

高松市牟礼町原943-1

087-845-7750

087-845-7725

38 高松市社会福祉協議会

デイサービス

（福）高松市社会福祉協議会

760-0066

高松市

高松市福岡町二丁目24番10号

087-806-0505

087-811-5255

39 高松市社会福祉協議会 香川支所

デイサービス

（福）高松市社会福祉協議会

761-1701

高松市

高松市香川町大野450番地

087-840-5322

087-840-5266

40 高松市社会福祉協議会 香南支所

デイサービス

（福）高松市社会福祉協議会

761-1404

高松市

高松市香南町横井1028番地

087-879-2700

087-879-1398

41 高松市社会福祉協議会 国分寺支所

デイサービス

（福）高松市社会福祉協議会

769-0101

高松市

高松市国分寺町新居1150番1

087-806-0020

087-875-9532

42 高松市社会福祉協議会

訪問介護

（福）高松市社会福祉協議会

760-0066

高松市

高松市福岡町二丁目24番10号

087-811-5555

087-811-5255

43 高松市社会福祉協議会 香川支所

訪問介護

（福）高松市社会福祉協議会

761-1701

高松市

高松市香川町大野450番地

087-840-5366

087-840-5266

44 特別養護老人ホーム 今津荘

特別養護老人ホーム

（福）鵜足津福祉会

763-0051

丸亀市

丸亀市今津町186-1

0877-58-2611

0877-21-2007

45 特別養護老人ホーム 宝樹リノ

特別養護老人ホーム

（福）宝樹園

761-2406

丸亀市

丸亀市綾歌町栗熊東782番地

0877-86-1010

0877-86-1011

46 特別養護老人ホーム シャローム

特別養護老人ホーム

（福）真理亜福祉会

763-0095

丸亀市

丸亀市垂水町16-50

0877-28-1303

0877-28-1304

47 特別養護老人ホーム 青の山荘

特別養護老人ホーム

（福）宝樹園

763-0082

丸亀市

丸亀市土器町東四丁目77番地

0877-25-1200

0877-25-1300

48 介護老人保健施設 あおのやま

（福）宝樹園

763-0082

丸亀市

丸亀市土器町東四丁目78番地

（有）EAST（らく楽福祉会グループ）

763-0043

丸亀市

丸亀市通町91-2

50 丸亀市社会福祉協議会

介護老人保健施設
有料老人ホーム
デイサービス
訪問介護

（福）丸亀市社会福祉協議会

762-0083

丸亀市

丸亀市飯山町下法軍寺581-1

0877-25-1500
087-868-7001
（事業本部）
0877-98-4141

0877-25-1300
087-867-8008
（事業本部）
0877-98-5129

51 介護老人保健施設 五色台

介護老人保健施設

（医社）五色会

762-0023

坂出市

坂出市加茂町194番地1

0877-48-3300

0877-48-3332

52 介護老人保健施設 松寿荘

介護老人保健施設

（福）松寿会

762-0015

坂出市

坂出市大屋冨町3100-26

0877-47-4611

0877-47-4616

53 フラワーガーデン京町

介護付有料老人ホーム

（有）マエダメディカルコーポ

762-0001

坂出市

坂出市京町三丁目6-56

0877-46-2222

0877-46-2511

54 ふじた医院 デイサービスセンター

デイサービス

（医）高樹会

765-0011

善通寺市

善通寺市上吉田町4-5-1

0877-62-0555

0877-62-2480

55 特別養護老人ホーム 松林荘

特別養護老人ホーム

（福）福寿会

761-2204

綾歌郡

綾歌郡綾川町山田下435番地4

087-878-2188

087-878-2571

56 特別養護老人ホーム 楽々苑

特別養護老人ホーム

（福）共済会

761-2305

綾歌郡

綾歌郡綾川町滝宮380番地

087-876-1158

087-876-1159

57 特別養護老人ホーム 桃陵苑ユニット

特別養護老人ホーム

（福）多度津福祉会

764-0017

仲多度郡

仲多度郡多度津町西港町127番地3

0877-33-0222

0877-33-3222

58 特別養護老人ホーム 仲南荘

特別養護老人ホーム

（福）正友会

769-0314

仲多度郡

仲多度郡まんのう町帆山505

0877-77-2011

0877-77-2288

59 特別養護老人ホーム 満濃荘

特別養護老人ホーム

（福）正友会

766-0015

仲多度郡

仲多度郡まんのう町長尾1102番地

0877-79-3011

0877-79-3793

60 特別養護老人ホーム かざみ鳥

特別養護老人ホーム

（福）善心会

764-0022

仲多度郡

仲多度郡多度津町北鴨二丁目110-1

0877-56-6300

0877-56-6350

61 介護老人保健施設 やすらぎの森

介護老人保健施設

（医社）みどり会

764-0025

仲多度郡

仲多度郡多度津町寿町7番3号

0877-32-1020

0877-32-1022

62 介護老人保健施設 グリーンヒル満濃

介護老人保健施設

（医社）林泉会

766-0026

仲多度郡

仲多度郡まんのう町岸上1638番地30

0877-73-0625

0877-73-0626

63 デイサービスセンター だん路

デイサービス

特定非営利活動法人だん路

766-0021

仲多度郡

仲多度郡まんのう町四條179番地

0877-58-8311

0877-89-5208

64 特別養護老人ホーム ネムの木

特別養護老人ホーム

（福）光志福祉会

769-1601

観音寺市

観音寺市豊浜町姫浜41番地1

0875-52-1755

0875-52-1757

65 冨士グループホーム ほほえみ

グループホーム

（医社）素耕会

768-0060

観音寺市

観音寺市観音寺町甲2899-3

0875-57-5775

0875-57-6032

66 グループホーム たんぽぽ

グループホーム

（有）ルネス

768-0021

観音寺市

観音寺市吉岡町960-10

0875-24-3661

0875-23-0920

67 観音寺市社会福祉協議会

訪問介護

（福）観音寺市社会福祉協議会

768-0067

観音寺市

観音寺市坂本町一丁目1番6号

0875-57-6016

0875-25-7790

68 特別養護老人ホーム 諶之丞の丘

特別養護老人ホーム

（福）尽誠福祉会

769-0401

三豊市

三豊市財田町財田上1112-1

0875-67-2500

0875-67-2755

69 特別養護老人ホーム たくま荘

特別養護老人ホーム

（福）詫間福祉会

769-1101

三豊市

三豊市詫間町詫間7732番地60

0875-83-6261

0875-83-6376

70 特別養護老人ホーム 優楽荘

特別養護老人ホーム

（福）愛幸会

768-0101

三豊市

三豊市山本町辻585番地

0875-63-1083

0875-63-1701

71 デイサービスセンター コパン

デイサービス

（有）やまじ

767-0032

三豊市

三豊市三野町下高瀬919-1

0875-73-5588

0875-73-5088

72 とよなか荘老人デイサービスセンター

デイサービス

（福）豊中福祉会

769-1503

三豊市

三豊市豊中町笠田竹田697番地1

0875-56-6300

0875-62-3100

73 グループホーム せとの家

グループホーム

（株）たくま福祉サービス

769-1101

三豊市

三豊市詫間町詫間2073

0875-83-4123

0875-83-4300

74 特別養護老人ホーム ゆたか荘

特別養護老人ホーム

（福）長尾福祉会

769-2304

さぬき市

さぬき市昭和562番地4

0879-23-6511

0879-23-6565

75 特別養護老人ホーム 香東園

特別養護老人ホーム

（福）香東園

769-2322

さぬき市

さぬき市寒川町石田西680番地1

0879-43-2557

0879-43-6321

76 香東園 デイサービスセンター

デイサービス

（福）香東園

769-2322

さぬき市

さぬき市寒川町石田西680番地1

0879-43-2557

0879-43-6321

49 らく楽丸亀市役所前

2

77 介護老人保健施設 悠々荘

介護老人保健施設

（医社）春煕堂

769-2304

さぬき市

さぬき市昭和1005-5

0879-52-1312

0879-52-1311

78 グループホーム 志度玉浦園

グループホーム

（福）志度玉浦園

769-2101

さぬき市

さぬき市志度1610-1

087-894-5868

087-894-5876

79 介護付有料老人ホーム ましま

介護付有料老人ホーム

（医社）春煕堂

769-2301

さぬき市

さぬき市長尾東1124番地

0879-52-2234

0879-52-2354

80 特別養護老人ホーム 引田荘

特別養護老人ホーム

（福）瑞祥会

769-2901

0879-33-7001

0879-33-7005

81 特別養護老人ホーム マリアの園

特別養護老人ホーム

（福）聖マルチンの家

761-4421

小豆郡

小豆郡小豆島町苗羽乙1212-14

0879-82-3578

0879-82-4714

82 特別養護老人ホーム クレール高瀬

特別養護老人ホーム

（福）慶生会

767-0002

三豊市

三豊市高瀬町新名2035番地

0875-72-3340

0875-72-3338
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東かがわ市 東かがわ市引田922番地18

