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  [かいご課・ふくし課] 

１５－１ 社会福祉施設一覧 
令和 3年 4月１日現在 

１ 養護老人ホーム 

施設名称 所在地 定員 短期 電話 法人名称 

ウエストガーデン 西庄町 1638 60 0 46-3837 社会福祉法人和光福祉会 

 

２ 特別養護老人ホーム 

施設名称 所在地 定員 短期 電話 法人名称 

聖マルチンの園(短期入所，

デイサービス，介護支援) 
沖の浜 1-5 50 14 

46-3776 

46-6988 

社会福祉法人 

聖マルチンの家 

松ケ浦荘 

(短期入所，デイサービス) 
大屋冨町 3100-13 50 10 47-3121 社会福祉法人松寿会 

愛生苑(短期入所，デイサ

ービス，介護支援) 
西庄町 79-1 50 20 

45-8880 

45-8881 
社会福祉法人永世会 

きやま 

(短期入所) 
川津町 1986-8 50 10 45-0007 社会福祉法人敬世会 

グランドガーデン 

(短期入所) 
加茂町 628-6 50 10 56-3370 社会福祉法人和光福祉会 

かわつ(地域密着型)  

(短期入所) 
川津町 2787-1 29 10 45-0133 社会福祉法人敬世会 

フラワーガーデンひまわり 

(短期入所) 
京町 3-6-55 29 9 59-1165 社会福祉法人愛友会 

 

３ 軽費老人ホーム(ケアハウス) 

施設名称 所在地 定員 電話 法人名称 

マイルドハート坂出 横津町 3-2-11 30 44-5255 社会福祉法人鵜足津福祉会 

ハイツ城山 川津町 1986-22 50 45-1179 社会福祉法人敬世会 

ケアハウス俊幸 大屋冨町 3100-32 30 57-3400 社会福祉法人松寿会 

ケアハウスローズガーデン 加茂町 581-2 50 56-3330 社会福祉法人和光福祉会 

ケアハウス登竜荘 小山町 1-61 50 59-2030 社会福祉法人昭竹会 

ケアハウスかわつ 川津町 1826-18 20 35-9950 社会福祉法人若竹会 

 

４ 短期入所施設 

施設名称 所在地 定員 電話 法人名称 

ショートステイセンター 

つながり 
西庄町 88-1 30 59-0857 社会福祉法人永世会 
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５ 有料老人ホーム 

施設名称 所在地 定員 電話 法人名称 

やすらぎホームさぬきのく

に(介護専用) 
加茂町 120-1 51 56-3035 株式会社五色会 

介護付有料老人ホーム楽陽 駒止町 1-3-5 30 59-0555 株式会社西日本ファーマシー 

介護付有料老人ホーム 

フラワーガーデン京町 
京町 3-6-56 100 46-2222 

有限会社 

マエダメディカルコーポ 

有料老人ホーム 

愛の音(住宅型) 
入船町 1-2-31 29 44-0036 社会福祉法人松寿会 

有料老人ホーム 

ひだまり(住宅型) 
加茂町 960-1 9 85-7477 株式会社武下 

住宅型有料老人ホーム 

フラワーガーデンひまわり 
京町 3-6-55 5 59-1165 社会福祉法人愛友会 

 

６ 老人デイサービスセンター 

施設名称 所在地 電話 法人名称 

城山デイサービスセンター 川津町 1986-22 45-1771 社会福祉法人敬世会 

デイサービスつくし 駒止町 1-3-5 59-0500 株式会社西日本ファーマシー 

デイサービス 

カーネーション 
京町 3-6-56 59-0502 

医療法人社団 

まえだ整形外科外科医院 

デイサービスセンター 

らくだや 
元町 2-1-1 45-1162 社会福祉法人敬世会 

デイサービス 

ひなたぼっこ 
久米町 1-15-2 59-2410 株式会社武下 

デイサービスセンター 

ふくろう 
入船町 1-2-31 44-0621 社会福祉法人松寿会 

デイサービスセンター 

結坂出 
府中町 4982 48-3165 株式会社千貴 

みんなの広場「悟」 青海町 829-1 47-0042 
特定非営利活動法人 

たすけあい讃岐 

デイセンター緑生 江尻町 836-5 45-2805 医療法人社団愛生会 

フィットネスデイサービス 

ファンデイズ 
西大浜北 1-1-5 35-8815 株式会社フルジェクト 

デイサービス府中の郷 雅 
府中町前谷上所

147-6 
48-3900 医療法人社団赤心会 

デイサービスセンター 

かわつ 
川津町 1826-18 35-9775 社会福祉法人若竹会 
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７ 介護老人保健施設(( )内数字は上記内認知症) 

施設名称 所在地 定員 通所 電話 法人名称 

城山苑 川津町 1493 100 50 
45-1178 

45-3111 
社会福祉法人敬世会 

小山荘 小山町 1-62 80 20 46-5300 医療法人社団おりゅう会 

五色台 加茂町 194-1 
100 

(50) 
20 48-3300 医療法人社団五色会 

松寿荘 大屋冨町 3100-26 80 60 47-4611 社会福祉法人松寿会 

 

８ 認知症対応型共同生活介護事業所 

施設名称 所在地 定員 電話 法人名称 

グループホームやすらぎの家

きやま(デイサービス) 
川津町 2001-1 18 45-1611 社会福祉法人敬世会 

グループホームたまもよし 加茂町 194-1 9 48-3300 医療法人社団五色会 

グループホームメイプル 

(認知症対応型デイサービス) 
加茂町 591  17 48-3833 

医療法人社団 

西山脳神経外科病院 

グループホームパンジー 京町 3-6-56 18 59-0503 
医療法人社団 

まえだ整形外科外科医院 

ホームすみれ 川津町 5638-15 9 45-1877 有限会社エイム 

グループホームみかんの花 

(認知症対応型デイサービス) 
大屋冨町 3100-30 18 47-3526 

社会福祉法人松寿会 

グループホームたんぽぽの花 
林田町字東梶甲

586-1 
18 57-3883 

グループホーム緑の里 寿町 1-3-1 18 45-1160 社会福祉法人敬世会 

 

９ 小規模多機能型居宅介護事業所 

施設名称 所在地 定員 電話 法人名称 

緑の家 寿町 1-3-1  44-1370 社会福祉法人敬世会 

川津の家 川津町 258-1  59-3122 
医療法人社団 

永井整形外科医院 

小規模多機能型居宅介護事業

所オリーブの花 
大屋冨町 3100-40  47-3521 社会福祉法人松寿会 

小規模多機能事業所まほろば 西庄町 88-1  45-6638 社会福祉法人永世会 

看護小規模多機能型居宅介護 

然 
谷町 2-2-48  45-4566 医療法人然 

 

10 サービス付き高齢者向け住宅 

施設名称 所在地 戸数 電話 法人名称 

グレイスガーデン 加茂町 628-1 66 56-3380 社会福祉法人和光福祉会 

ゆんたく 川津町 768-1 39 45-1186 株式会社 ヨシイ不動産 
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施設名称 所在地 戸数 電話 法人名称 

坂出聖マルチン病院サービス付

き高齢者向け住宅「めぐみ」 
谷町 1-4-68 21 46-6712 

宗教法人カトリック聖ドミ

ニコ宣教修道女会 

サービス付き高齢者向け住宅 

府中の郷 雅 

府中町前谷上所

147-6 
39 48-3900 医療法人社団赤心会 

緑の庄 寿町 1-3-1 32 45-1170 社会福祉法人敬世会 

サービス付き高齢者向け住宅 

アゼリア あさひ 
旭町 3-7-20 48 49-4172 社会福祉法人鵜足津福祉会 

 

11 通所リハビリテーション(デイケア)事業所 

施設名称 所在地 定員 電話 法人名称 

医療法人社団響会林内科呼吸

器科医院 
白金町 3-6-11  46-5302 医療法人社団響会 

医療法人社団まえだ整形外科

外科医院 
室町 3-1-13  46-5056 

医療法人社団 

まえだ整形外科外科医院 

西山脳神経外科デイケアセン

ター 
加茂町 593-1 140 48-3535 

医療法人社団 

西山脳神経外科病院 

かじはらデイケアセンター 川津町 2785-1  59-1122 
医療法人社団秀和会 

かじはらペインクリニック 

永井デイケアセンター 川津町 2730  59-3366 
医療法人社団  

永井整形外科医院 

 

12 救護施設 

施設名称 所在地 定員 電話 法人名称 

清水園 西庄町 1635-1 150 46-4277 社会福祉法人玉祉会 

 

13 指定障がい福祉サービス事業所 

施設名称 所在地 定員 電話 法人名称 

障害福祉サービス事業所 

さかいで(生活介護) 
久米町 1-5-43 20 46-3088 社会福祉法人鵜足津福祉会 

いいケアサポート 

みのり(生活介護) 
谷町 2-2-48 18 45-4566 

医療法人然 
いいケアサポート 

みのり(短期入所) 
谷町 2-2-48 6 45-4566 

コミュニティハウスやそば 

(短期入所) 
川津町 1826-19 4 59-0580 

社会福祉法人若竹会 
コミュニティハウスかわつ 

共同生活援助かわつ 
川津町 1286-18 4 35-9872 

ショートステイあいうえお 川津町 2735-1 5 35-8546 有限会社あいうえお 

就労継続支援Ｂ型 

ドリームワークス 
加茂町 678-1 20 59-4567 医療法人社団五色会 

就労継続Ｂ型 

府中オリーブ園 
府中町下窪 6601-2 20 85-8960 社会福祉法人瀬戸福祉会 

就労継続支援Ｂ型 

パル・りえぞん 
府中町 5884 20 48-2772 社会福祉法人愛集苑 
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施設名称 所在地 定員 電話 法人名称 

就労継続支援Ｂ型 

彩葉作業所 
府中町 147-11 20 48-3400 医療法人社団赤心会 

就労継続支援Ｂ型 

ワークショップ以呂波 
府中町 5411-1 20 85-3355 一般社団法人いろは福祉会 

多機能型 

八幡園 
白金町 1-2-10 40 46-5090 

社会福祉法人坂出市社会福

祉協議会 

多機能型 

就労支援事業所 わかたけ 
西庄町 1666-4 80 45-6746 社会福祉法人若竹会 

多機能型 

かけはし 
大屋冨町 3100-13 50 47-3501 社会福祉法人松寿会 

多機能型 

楽笑 
西庄町茶園 1126-7 40 44-6288 社会福祉法人楽笑福祉会 

 

14 障がい者支援施設 

施設名称 所在地 入所 日中 電話 法人名称 

瀬戸療護園 

(短期入所含む。) 
府中町字南谷 5001-3 50 70 48-2940 社会福祉法人瀬戸福祉会 

 

15 障がい児通所支援事業所 

施設名称 所在地 定員 電話 法人名称 

あいうえお児童デイサービス 川津町 2735-1 10 35-8546 有限会社あいうえお 

いいケアサポートみのり 谷町 2-2-48 18 45-4566 医療法人然 

児童デイサービス とら 白金町 3-6-27 10 85-6102 有限会社あいうえお 

児童デイサービス ゆい 府中町 4982 10 48-3165 株式会社千貴 

楽笑 西庄町茶園 1126-7 10 44-6288 社会福祉法人楽笑福祉会 

放課後等デイサービス 

さかいで 
久米町 1-5-43 10 46-3088 社会福祉法人鵜足津福祉会 

児童発達支援事業所 

たけのこ坂出 
谷町 1-5-15 10 85-6401 合同会社たけのこ 

 

16 障がい者グループホーム 

施設名称 所在地 定員 電話 法人名称 

ケアホームはれる(Ａ館) 

府中町 322 

10 

48-3800 医療法人社団赤心会 

ケアホームはれる(Ｂ館) 10 

コミュニティハウスやそば 

共同生活援助やそば第１ 
西庄町 1697-23 5 45-6746 

社会福祉法人若竹会 
コミュニティハウスやそば 

共同生活介護やそば第３Ａ館 
川津町 1826-19 

10 

59-0580 
コミュニティハウスやそば 

共同生活介護やそば第３Ｂ館 
10 
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施設名称 所在地 定員 電話 法人名称 

コミュニティハウスやそば 

共同生活介護やそば第４ 
西庄町 766-2 6 

45-6746 

 

コミュニティハウスやそば 

共同生活援助やそば第５ 
江尻町 1549-16 3 

コミュニティハウスやそば 

共同生活援助やそば第６ 
川津町 3744-2 

9 

コミュニティハウスやそば 

共同生活援助やそば第７ 
15 

コミュニティハウスやそば 

共同生活援助やそば第９ 
西庄町樋本 967-4 4 

コミュニティハウスかわつ 

共同生活援助かわつＡ棟 
川津町 1826-21 

10 

35-9872 
コミュニティハウスかわつ 

共同生活援助かわつＢ棟 
10 

精神障害者グループホーム 

五色台 壱番館 
加茂町 700-13 

22 

48-2811 医療法人社団五色会 

精神障害者グループホーム 

五色台 弐番館 
20 

精神障害者グループホーム 

五色台 参番館 
加茂町 680-1 20 

精神障害者グループホーム 

五色台 伍番館 
加茂町 711-6 18 

精神障害者グループホーム 

五色台 TANIMACHI 
谷町 1-6-25 8 

精神障害者グループホーム 

五色台 C-house 
築港町 1-5-35 10 

精神障害者グループホーム 

五色台 espoir(ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ) 
久米町 2-1-12 5 

精神障がい者グループホーム 

五色会 abitazione 
加茂町 1087-1 10 

ケアホーム歩Ａ館 

府中町 321-1 

10 

48-3120 
社会福祉法人あやうた福祉

会 
ケアホーム歩Ｂ館 10 

グループホームあさひ 旭町 3-7-20 7 49-6588 社会福祉法人鵜足津福祉会 

 

17 障がい者地域活動支援センター 

施設名称 施設住所 定員 電話 法人名称 

Ⅰ型 

中讃地域生活支援センター 
加茂町 700-13 50 56-3200 医療法人社団五色会 

Ⅰ型地域活動支援センター 

わかたけ 
川津町 1826-19  59-0621 社会福祉法人若竹会 

Ⅱ型身体障害者デイサービス 

センター坂出 
横津町 3-2-11  44-5255 社会福祉法人鵜足津福祉会 
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18 社会福祉協議会 

施設名称 所在地 電話 備考 

坂出市社会福祉協議会 
寿町 1-3-38 

市福祉会館 
46-5078 

社会福祉法人坂出市 

社会福祉協議会 

 

19 乳児院 

施設名称 所在地 定員 電話 法人名称 

神愛館 中央町 8-58 29 85-3133 社会福祉法人イエス団 

 

20 児童館 

施設名称 所在地 電話 法人名称 

坂出市児童館 寿町 1-3-38 46-5078 
坂出市 

社会福祉法人 坂出市社会福祉協議会 

西庄児童館 西庄町 1155-6 46-6040 坂出市 

まきば児童センター 八幡町 2-2-17 46-4363 社会福祉法人みどりの園 

 

21 隣保館 

施設名称 所在地 電話 法人名称 

西庄文化センター 西庄町 1155 46-5884 坂出市 

川津文化センター 川津町 6100 45-6824 坂出市 
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[こども課] 

１５－２ 保育園一覧 
令和 3年 4月 1 日現在 

１ 民間保育所 

施設名称 所在地 定員 電話 法人名称 

育愛館 中央町 8-58 150 46-5812 社会福祉法人イエス団 

坂出保育園 京町 2-5-13 200 45-5528 社会福祉法人豊城福祉会 

林田保育園 林田町 3230-1 110 47-0709 社会福祉法人林田保育園 

愛集苑保育所 西庄町 1440-3 20 45-2822 社会福祉法人愛集苑 

みどり保育園 八幡町 2-2-17 150 46-4363 社会福祉法人みどりの園 

 

２ 市立保育所・市立こども園 

施設名称 所在地 定員 電話 備考 

府中こども園 府中町 5008-2 70 48-0880  

江尻保育所 江尻町 1057-1 70 46-4339  

川津愛児園 川津町 3100-1 90 46-1217  

松山こども園 高屋町 1101-3 90 47-0584  

西部保育所 御供所町 1-1-41 30 46-5925  

南部保育所 池園町 4-26 140 45-0140  

加茂保育所 加茂町 1161-3 70 48-2801  

 

３ 地域型保育事業所 

施設名称 所在地 定員 電話 法人名称 

オリーブガーデン 加茂町 678-1 20 59-4330 医療法人社団五色会 

 

[こども課] 

１５－３ 公立幼稚園一覧 
令和 3年 4月 1 日現在 

幼稚園名 所在地 電話 備考 

坂出中央幼稚園 室町 1-1-32 46-3989 3.4.5 歳児 

林田幼稚園 林田町 2191 47-0290 3.4.5 歳児 

加茂幼稚園 加茂町 1099-1 48-0105 3.4.5 歳児 

川津幼稚園 川津町 3093-21 46-2772 3.4.5 歳児 

瀬居幼稚園(休園中) 番の州町 17-5 44-0782 3.4.5 歳児 

香川大学教育学部附属幼稚園 文京町 1-9-4 46-2694 3.4.5 歳児 
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[こども課] 

１５－４ 認定こども園 
令和 3年 4月 1日現在 

幼稚園名 所在地 定員 電話  

きんかこども園(幼保連携型) 西庄町 638-1 150 46-8747 社会福祉法人きんか福祉会 

ルンビニ幼稚園(幼稚園型) 新浜町 3-6 60 46-9775 学校法人真利学園 

坂出一高幼稚園(幼稚園型) 駒止町 2-2-10 50 45-2141 学校法人花岡学園 

 

[けんこう課] 

１５－５ 医療機関一覧 
令和 3年 4月 1 日現在 

病院・診療所(入院設備のあるもの) 

病院・診療所名 所在地 電話 病床数 

坂出市立病院 坂出市寿町 3-1-2 46-5131 194 

総合病院回生病院 坂出市室町 3-5-28 46-1011 402 

聖マルチン病院 坂出市谷町 1-4-13 46-5195 196 

西山脳神経外科病院 坂出市加茂町 593-1 48-3366 41 

こころの医療センター 五色台 坂出市加茂町 963 48-2700 280 

赤沢病院 坂出市府中町 325 48-3200 194 

聖母眼科医院 坂出市室町 2-1-39 46-4481 13 

まえだ整形外科外科医院 坂出市室町 3-1-13 46-5056 19 

永井循環器内科医院 坂出市川津町 2800-1 44-1177 19 

永井整形外科医院 坂出市川津町 2730 45-1177 19 

かじはらペインクリニック 坂出市川津町 2785-1 45-1101 19 

 

 


