
いすみ市高齢者見守りネットワーク　協力機関及び見守り協力事業者一覧

№ 関係機関名 所在地

1 千葉県いすみ警察署 いすみ市大原8312-4

2 夷隅郡市広域市町村圏事務組合大原消防署 いすみ市大原6779-1

3 夷隅郡市広域市町村圏事務組合夷隅分署 いすみ市弥正770-1

4 夷隅郡市広域市町村圏事務組合岬分署 いすみ市岬町東中滝745-1

5 いすみ市消防団 いすみ市大原7400-1

6 いすみ市社会福祉協議会 いすみ市岬町東中滝720-1

7 夷隅環境衛生組合 いすみ市万木5

№ 事業所名 所在地 事業分野

1 日本郵便㈱山田郵便局 いすみ市山田1034

2 日本郵便㈱大原小浜郵便局 いすみ市大原10345-1

3 日本郵便㈱大原郵便局 いすみ市大原8927-1

4 日本郵便㈱浪花郵便局 いすみ市小沢1010-3

5 日本郵便㈱大原南町郵便局 いすみ市大原8048-5

6 日本郵便㈱いすみ郵便局 いすみ市弥正139-1

7 日本郵便㈱岬郵便局 いすみ市岬町長者519-1

8 日本郵便㈱太東郵便局 いすみ市岬町椎木2120

9 日本郵便㈱古沢郵便局 いすみ市岬町桑田938-1

10 東京電力㈱木更津支社（大原センター） 木更津市貝渕3-13-40 電気

11 門倉エネルギー㈱大原営業所 いすみ市大原8942

12 ㈱冨士クラスタ千葉いすみ営業所 いすみ市日在2427

13 ㈱ザ・トーカイ大原支店 いすみ市山田1185

14 ㈱サイサン いすみ営業所 いすみ市国府台1725-3 

15 アサヒヤ設備㈱ いすみ市苅谷261 

16 (有)キミヅカ いすみ市岬町椎木1726 

17 ㈱LPIO　大網営業所 大網白里市駒込1204-1

18 (有）東海ガス商会　非公開 いすみ市深堀374-1

19 ミライフ㈱大原店 いすみ市大原9338

20 ㈱芝治商店 いすみ市大原8653

21 (有)石田ストアー いすみ市岬町椎木280

22 松本設備工業(有) いすみ市国府台1503-1

23 ㈱ジェネッツ　いすみ営業所 いすみ市大原8532-2 水道

24 吉野新聞上総東店 いすみ市佐室335-6

25 （有）読売井腰本店 いすみ市深堀1604-2

26 （有）読売井腰太東店 いすみ市岬町椎木1775-1

27 （有）一宮朝日大原店 いすみ市大原9732

28 （有）一宮朝日夷隅店 いすみ市苅谷15−11 

29 毎日新聞国吉販売所 いすみ市苅谷205-1
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30 千葉県ヤクルト販売㈱房総支社　大原センター いすみ市大原9476-1

31 千葉県ヤクルト販売㈱房総支社　大多喜センター 夷隅郡大多喜町大多喜115−6

32 明治さわやか宅配大原センター いすみ市大原9536−1

33 フルヤ牛乳大原販売店 いすみ市若山761-1

34 フルヤ牛乳夷隅販売店 いすみ市松丸418-3

35 浅野牛乳店　非公開 いすみ市深堀736-1-2

36 森永岬町ミルクセンター いすみ市岬町和泉810-1 

37 ㈱明治牛乳岬町販売所 いすみ市岬町長者30-10

38 ㈱おおたや　スーパーランドいすみ店 いすみ市弥正147

39 生活協同組合コープみらい さいたま市南区根岸1丁目5番5号

40 生活協同組合パルシステム千葉
船橋市本町2－1－1船橋スクエア
21-4F

41 ヤマト運輸㈱夷隅支店 いすみ市弥正155 

42 佐川急便㈱茂原店 勝浦営業所 茂原市小林2328-3

43 ワタミタクショク㈱ 東京都大田区羽田1-1-3

44 ㈱セブン-イレブン・ジャパン　（セブン-イレブン上総夷隅店）いすみ市苅谷1072-1

45 ㈱セブン-イレブン・ジャパン　（セブン-イレブン岬中原店） いすみ市岬町中原215-1

46 ㈱セブン-イレブン・ジャパン　（セブン-イレブン岬江場土店）いすみ市岬町江場土1764

47 ㈱セブン-イレブン・ジャパン　（セブン-イレブン大原浪花店）いすみ市小沢1227-1

48 ファミリーマート大原深堀店 いすみ市深堀360-3

49 東洋交通㈱ 茂原市町保1

50 勝浦合同自動車（有） 勝浦市墨名700

51 大原自動車㈱ いすみ市大原9339

52 浪花タクシー(有) いすみ市小沢1008-1

53 南総タクシー㈱ 東金市東金587-6

54 千葉中央バス株式会社 千葉市緑区鎌取町273-4 乗り合いタクシー

55 ホンダカーズ茂原 岬店 いすみ市岬町江場土2712-2

56 トヨタカローラ千葉㈱大原店 いすみ市日在1414-1

57 スズキアリーナ大原 いすみ市日在613-1

58 日産プリンス千葉販売㈱大原店 いすみ市日在1954-1

59 ネッツトヨタ千葉㈱大原店 いすみ市日在997

60 ダイハツショップいすみ　(有)渡辺自動車工場 いすみ市日在269−19

61 ㈱千葉銀行大原支店 いすみ市大原8666

62 ㈱千葉銀行長者支店 いすみ市岬町長者488−1 

63 ㈱千葉興業銀行大原支店 いすみ市大原7763

64 銚子信用金庫大原支店 いすみ市大原7650-7

65 房総信用組合大原支店 いすみ市大原9231-3

66 房総信用組合岬支店 いすみ市岬町長者183-1

67 房総信用組合岬東支店 いすみ市岬町椎木1781-3

68 房総信用組合夷隅町支店 いすみ市苅谷189−1

69 いすみ農業協同組合本所 いすみ市国府台1515-1

70 いすみ農業協同組合大原支所 いすみ市深堀751

71 いすみ農業協同組合東支所 いすみ市佐室363-1

72 いすみ農業協同組合夷隅支所 いすみ市国府台1515-1

牛乳販売

宅配・配送

タクシー

カーディーラー

金融機関

コンビニエンスストア

ヤクルト販売



いすみ市高齢者見守りネットワーク　協力機関及び見守り協力事業者一覧

73 いすみ農業協同組合岬支所 いすみ市岬町椎木996-1

74 いすみ農業協同組合中根支所 いすみ市岬町中滝986-1 

75 夷隅東部漁業協同組合本店 いすみ市漁港埋立地

76 夷隅東部漁業協同組合太東支店 いすみ市岬町中原116−2

77 夷隅東部漁業協同組合岩船出張所 いすみ市岩船2082-1

78 （有）傘屋商店 いすみ市行川924-1

79 おおぞね いすみ市大原1946-3

80 ニューライス いすみ市大原8691

81 つがる いすみ市深堀1604-11

82 KIBUNTENKAN いすみ市岬町和泉112

83 源氏食堂 いすみ市岬町長者74-1

84 大浜 いすみ市岬町椎木1077-2

85 うお喜 いすみ市岬町長者525

86 宍倉㈱ 夷隅郡大多喜町大多喜61-1 　スーパー
（スーパーセンターレオ岬店）

87 綜合警備保障㈱　成田支社 成田市花崎町945
警備

（見守りあんしん電話）

88 （有）　光進サービス いすみ市行川1264

89 外房サービス（有） いすみ市深堀1618-3

90 （有）　岬サービス いすみ市岬町嘉谷815-1

91 ㈱房総・総合環境センター いすみ市大原11059 

92 (有)シー・クリアー いすみ市大原9540-1

93 ㈱南総メンテナンス いすみ市高谷1026

94 ダスキン千葉（有）マルソー 長生郡一宮町一宮9322

95 （有）ダスキン茂原 茂原市六ツ野2029-22

96 日本生命保険（相）千葉支社大原営業部 いすみ市大原8126-4

97 住友生命（相）千葉支社新勝浦支部 勝浦市墨名815-11

98 第一生命保険株式会社　千葉総合支社　大原営業オフィス いすみ市大原1343-5

99 社会福祉法人　愛恵会　愛恵苑 いすみ市岬町中滝1692-3

100 （有）エフシーエス　デイサービスセンターふきのとう いすみ市作田770-1

101 （有）花の岡 いすみ市高谷123-1 

102 医療法人社団　寿光会　エスポワール大原 いすみ市日在2623

103 医療法人社団　寿光会　エスポワール岬 いすみ市岬町和泉330-1

104 医療法人社団　寿光会　グループホームいきいきの家岬 いすみ市岬町和泉330-1

105 （有）わかば いすみ市大原9706-2

106 社会福祉法人　徳寿会　特別養護老人ホームシルバーガーデン いすみ市新田若山深堀入会地9

107 社会福祉法人　広寿会　いすみ苑 いすみ市能実615

108 ㈱アングル　ゆかり大原 いすみ市大原8763-1

109 ＪＡいすみ福祉センター訪問介護事業所 いすみ市能実295 

110 （有）在宅ケアサービスファミリー いすみ市岬町中原192-3

111 （有）アリィブ・モア
長生郡睦沢町小滝450-2
リバーサイド101号室

112 （有）茶ノ木台サービス いすみ市山田6033-5

113 ニチイケアセンターいすみ いすみ市弥正178

114 ニチイケアセンターおおはら いすみ市大原1475-1

115 ほっと居宅介護支援事業所 いすみ市岬町和泉2023-3

116 あっとほーむ訪問介護センター いすみ市岬町江場土2174-7

生命保険
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117 合同会社すまいる本舗 大網白里市南今泉502-2

118 社会福祉法人 茶ノ木台くらぶ　ケアハウス茶ノ木台くらぶ いすみ市山田5966-1

119 社会福祉法人 茶ノ木台くらぶ　ケアホーム茶ノ木台くらぶ いすみ市山田6041-1

120 社会福祉法人 茶ノ木台くらぶ　デイサービスセンター茶ノ木台くらぶ いすみ市山田6033-2

121 社会福祉法人 茶ノ木台くらぶ　居宅介護支援事業所茶ノ木台くらぶ いすみ市山田6033-2

122 社会福祉法人 茶ノ木台くらぶ　特別養護老人ホーム茶ノ木台くらぶ いすみ市山田6033-3

123 合同会社ピース いすみ市岬町長者13-1

124 NPO法人　地域支援ネットワーク 夷隅郡大多喜町大多喜61-1 移動販売

125 ＮＰＯ法人　長生・夷隅地域のくらしを支える会 いすみ市大原8927-2 生活支援

126 NPO法人　ひなたぼっこ いすみ市若山586 高齢者・障害者・子育て支援

127 社会福祉法人槇の里　いすみ学園 いすみ市万木22番地 社会福法人

介護サービス


