
NO 事業所名 事業所種別 NO 事業所名 事業所種別

1 吉松運輸株式会社 運輸業 46 ツクイ吉川美南 福祉事業所

2 さいかつ農業協同組合 金融機関 48 デイサービス花びより 福祉事業所

3 亀有信用金庫　吉川支店 金融機関 49 リハビリデイねむの木 福祉事業所

4 ASA吉川 新聞販売店 50 ねむの木整骨院 医療機関

5 毎日新聞吉川専売所 新聞販売店 51 ミニストップ吉川店 コンビニ

6 株式会社　ジャパンタローズ 運輸業 52 寿々喜 福祉事業所

7 読売センター吉川南部 新聞販売店 53 リハビリデイサービスONE 福祉事業所

8 メートー観光　株式会社 交通機関 54 医療生協さいたま吉川支部 福祉事業所

9 有限会社　染谷新聞店 新聞販売店 55 有限会社　木の下商店 コンビニ

10 城北信用金庫　吉川支店 金融機関 56 武蔵野銀行　吉川支店 金融機関

11 東武バスセントラル　株式会社　吉川営業所 交通機関 57 株式会社ヨシケイ東埼玉 宅配業

12 茨城急行自動車　株式会社 交通機関 58 地域新聞　越谷支社 新聞販売店

13 (社)吉川市シルバー人材センター 団体 59 吉川市連合長寿会 団体

14 鳩交通　有限会社 交通機関 60 手作りキッチン　みのる 飲食業

15 東京新聞　吉川専売所 新聞販売店 61 薬局くすりの福太郎　吉川駅前店 医療

16 吉川交通　株式会社 交通機関 62 そうごう薬局 医療

17 栃木銀行　吉川支店 金融機関 63 セイコーマート　 コンビニ

18 埼玉りそな銀行　吉川支店 金融機関 64 オレンジハウス 不動産

19 青木信用金庫　吉川支店 金融機関 65 吉川郵便局 郵便局

20 読売新聞　松伏専売所 新聞販売店 66 吉川平沼郵便局 郵便局

21 株式会社　グローバル交通 交通機関 67 吉川駅前郵便局 郵便局

22 東京電力パワーグリッド株式会社　川口支社 電気 68 吉川団地前郵便局 郵便局

23 株式会社　トウエイ 宅配業 69 イオンタウン吉川美南内郵便局 郵便局

24
生活協同組合コープみらい
コープデリ三郷センター

宅配業 70 中里薬局 薬局

25 幸友会株式会社 ほほえみの家 福祉事業所 71 セブンイレブン吉川南広島店 コンビニ

26 株式会社レオパレス２１ あずみ苑 吉川 福祉事業所 72 セブンイレブン埼玉吉川南店 コンビニ

27 医療法人相羽医院 たんぽぽ 福祉事業所 73 セブンイレブン木売2丁目店 コンビニ

28 居宅介護支援事業所 ケアプランふくしあ 福祉事業所 74 セブンイレブン吉川平沼店 コンビニ

29 社会福祉法人吉川市社会福祉協議会 福祉事業所 75 セブンイレブン吉川木売新田店 コンビニ

30
医療法人社団協友会
居宅介護支援事業所 吉川中央

福祉事業所 76 セブンイレブン吉川加藤店 コンビニ

31
社会福祉法人楽栄会
特別養護老人ホーム ききょう苑

福祉事業所 77 セブンイレブン吉川美南5丁目店 コンビニ

32
医療法人社団心明会 介護老人保健施設
 ケアリングよしかわ

福祉事業所 78 セブンイレブン吉川駅北口店 コンビニ

33 訪問介護事業所 ひまわり 福祉事業所 79 セブンイレブン吉川川藤店 コンビニ

34
社会福祉法人平成会
特別養護老人ホーム 吉川平成園

福祉事業所 80 セブンイレブン吉川中井3丁目店 コンビニ

35 ㈱ニチイ学館 福祉事業所 81 セブンイレブンさくら通り店 コンビニ

36 ヘルパーステーションやまと 吉川営業所 福祉事業所 82 かぞヤクルト販売株式会社　吉川センター 宅配業

37 株式会社ビジュアルビジョン けあビジョン吉川 福祉事業所 83 ㈲おおばやし酒店 酒屋

38
社会福祉法人福祉楽団
福祉楽団地域ケアよしかわ

福祉事業所 84 花の店リンディ 花屋

39 医療法人社団協友会 吉川中央総合病院 福祉事業所 85 コカ・コーラボトラーズジャパン(市包括連携) 飲料

40
一般社団法人吉川松伏医師会
吉川松伏医師会訪問看護ステーション

福祉事業所 86 二合半堂　まつざわ煎餅 商店

41 吉川リハビリセンター 福祉事業所 87 花やさん 花屋

42 ケアパートナー吉川 福祉事業所 88 和菓子司　まるしん 商店

43 デイサービス くくのゆ 福祉事業所 89 社会福祉法人彩凜会　多機能型事業所ひだまり 福祉事業所

44 布亀株式会社 東京事務所 宅配業 90 社会福祉法人彩凜会　ひだまり介護事業部 福祉事業所

45 生活協同組合パルシステム埼玉 宅配業 91 社会福祉法人彩凜会　相談支援センターすずらん 福祉事業所

46 デイホーム花咲み 福祉事業所 92 東邦薬品株式会社　越谷営業所 医療

93 ドラッグストア　セイムス　きよみ野店 薬局

94 ドラッグストア　セイムス　さくら通り店 薬局

吉川市要援護者見守りネットワーク事業所一覧

現在９４の事業所によって見守り活動が行われています。
今後も更なる事業所の協力を得ながら

地域のネットワークによる福祉のまちづくりを目指します。


