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1 愛徳園 塩崎時子 641-0044 和歌山市今福３－５－４１ 理事長 塩崎時子 実施中 障害・児童 H29.7.3

2 あおい会 土井邦夫 641-0044 和歌山市今福２－９－３５ 理事長 土井邦夫 検討中 障害 H29.6.30

3 有田つくし福祉会 西林久子 643-0005 有田郡湯浅町栖原１８７－１ 事務長 中山修 実施中 障害 H29.7.11

4 粟福祉会 土井淳宏 640-8462 和歌山市粟２５５－５ 理事長 土井淳宏 未定 保育 H30.2.9

5 一麦会 田中秀樹 640-8301 和歌山市岩橋６４３ 事務局次長 野中康寛 実施中 障害 H29.10.10

6 一峰会 山添高道 642-0024 海南市阪井５２１ 理事長 山添高道 実施中 障害 H29.7.4

7 紀伊松風苑 横山申彦 640-8483 和歌山市園部１６６８－１ 総施設長 横山眞理子 実施中 老人・生保 H29.11.25

8 紀伊福祉会 森喜久夫 649-6335 和歌山市西田井２２４ 施設長 森典子 実施中 老人 H30.7.12

9 紀伊保育園 森田昌伸 640-8481 和歌山市直川３２６－９ 理事長 森田昌伸 未定 保育 H29.7.27

10 紀三福祉会 坂口和男 641-0012 和歌山市紀三井寺５６０－２ 理事長 坂口和男 実施中 老人 H29.8.15

11 喜成会 向井克典 649-6331 和歌山市北野１２８ 事務長 植泰彦 実施中 老人 H29.7.20

12 紀之川寮 向井嘉久藏 648-0072 橋本市東家９０５ 施設長 向井久和 実施中 生保・障害 H29.7.11

13 きのくに福祉会 中田宏史 644-0033 御坊市熊野４４－４ 施設長 内田雅之 検討中 老人 H29.11.9

14 串本福祉会 和田利文 649-3512 東牟婁郡串本町二色１６０ 施設長 和田吉男 実施中 老人 H29.8.10

15 黒潮園 岡司 647-0061 新宮市三輪崎２４７１－１ 理事長 岡司 未定 老人 H29.7.3

16 弘心会 西村佳寿美 641-0023 和歌山市新和歌浦２－９ 管理者 城山卓也 実施中 老人 H29.7.4

17 さつき福祉会 木村晶三 641-0006 和歌山市中島７０－８ 副園長 木村充宏 未定 保育 H29.11.24

18 守皓会 成川守彦 649-0316 有田市宮崎町９１１ 法人事務局 吉田直樹 検討中 老人 H29.8.21

19 聖アンナ福祉会 吉成裕司 640-0412 紀の川市貴志川町上野山３０２－１ 施設長 島航史 検討中 老人 H29.6.29

20 清和福祉会 瀧畑清次 640-1234 海草郡紀美野町安井６－１ 理事長 瀧畑清次 未定 老人 H30.4.18

21 千翔会 髙垣司 643-0855 有田郡有田川町上中島８５９－１ 施設長 髙垣千恵 検討中 障害・老人・児童 H29.9.8

22 高瀬会 切士桂 649-4224 東牟婁郡古座川町高瀬３５３ 理事長 切士桂 実施中 老人 H29.7.19

23 小さき花の輪会 栗林和男 640-8272 和歌山市砂山南３－２－２１ 園長 栗林恵 未定 保育 H30.5.23

24 中庸会 竹中庸之 640-0441 海南市七山９６４－１ 施設長 竹中昭美 実施中 老人 H30.2.8

25 つばさ福祉会 藤田勝彦 649-4115 東牟婁郡串本町古座字鎌ヶ谷１００４ 施設長 平原正雄 検討中 障害 H29.7.7

26 のざき保育園 小川順子 640-8402 和歌山市野崎１１５ 事務 小川幸伸 未定 保育 H29.12.4

27 博愛会 小林隆弘 644-0023 御坊市名田町野島１－９ 理事長 小林隆弘 検討中 老人 H29.7.14

28 椋の樹福祉会 堀江和夫 649-7203 橋本市高野口町名古曽７２４ 施設長 井川紀幸 未定 障害 H29.7.11

29 桃郷 舩木孝明 649-6112 紀の川市桃山町調月５８－３ 常務理事 舩木栄子 検討中 障害 H29.6.27

30 やつなみ 中本照子 640-0112 和歌山市西庄527-4 施設長 中本照真 実施中 老人 H30.4.13

31 ゆたか会 田倉妙子 648-0091 橋本市柱本２２ 施設長 上好久子 検討中 障害 H29.7.25

32 ようすい会 嶋本光子 641-0036 和歌山市西浜１２１８－３ 施設長 嶋本光子 未定 保育 H29.8.10

33 檸檬会 前田効多郎 649-6432 紀の川市古和田２４０ 副理事長 青木一永 検討中 保育 H29.7.20

34 わかうら会 土山憲一郎 641-0061 和歌山市田野１７５ 事務長 土山德泰 実施中 老人 H29.6.28

35 和歌山社会事業協会 井口弘 641-0022 和歌山市和歌浦南２－１１－８ 理事長 井口弘 検討中 児童・保育 H29.11.20

36 和歌山つくし会 中谷博昭 640-0351 和歌山市吉礼４８６－１ センター長 林龍太郎 実施中 児童・障害・保育 H29.7.28

37 わらべ会 大林久夫 641-0042 和歌山市新堀東２－１－２５ 園長 大林弘嗣 未定 保育 H29.11.24
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