
为たる事務所の所在地 法人種別 関係団体名称 ふりがな

1 津市栗真町屋町1577 国立大学法人 三重大学 みえだいがく

2 津市夢が丘1丁目1番地の1 公立大学法人 三重県立看護大学
みえけんりつかんごだ
いがく

3 津市垂水3032番8 公益財団法人 石水博物館 せきすいはくぶつかん

4
津市丸之内24番16号
（タカノビル4階）

公益社団法人 三重県獣医師会 みえけんじゅういしかい

5 津市栄町1丁目891番地　三重県合同ビル2階 公益社団法人 みえ犯罪被害者総合支援センター
みえはんざいひがい
しゃそうごうしえんせん
たー

6 四日市市大字日永5039 財団法人 特殊教育振興財団居仁会
とくしゅきょういくしんこう
ざいだんきょじんかい

7 津市広明町323-1 財団法人 ぎょれん育英会 ぎょれんいくえいかい

8 津市栄町3丁目222番地ソシアビル5Ｆ 公益財団法人 暴力追放三重県民センター
ぼうりょくついほうみえ
けんみんせんたー

9 津市島崎町314番地 社団法人 三重県シルバー人材センター連合会
みえけんしるばーじんざ
いせんたーれんごうか
い

10 津市桜橋1丁目104番地 公益社団法人 三重県緑化推進協会
みえけんりょっかすいし
んきょうかい

11 四日市市十七軒町9番10号 公益社団法人 四日市市シルバー人材センター
よっかいちししるばーじ
んざいせんたー

12 員弁郡東員町大字六把野新田143番地 公益社団法人 東員町シルバー人材センター
とういんちょうしるばーじ
んざいせんたー

13 桑名市吉之丸11番地 公益社団法人 桑名市シルバー人材センター
くわなししるばーじんざ
いせんたー

14 いなべ市北勢町阿下喜2624番地2 公益社団法人 いなべ市シルバー人材センター
いなべししるばーじんざ
いせんたー

15 津市島崎町56番地 公益財団法人 三重県建設技術センター
みえけんけんせつぎ
じゅつせんたー

16 松阪市殿町1536番地7 公益財団法人 鈴屋遺蹟保存会
すずのやいせきほぞん
かい

17 桑名市大央町20番地 公益財団法人 くわしん福祉文化協力基金
くわしんふくしぶんか
きょうりょくききん

18 三重郡菰野町大羽園松ケ枝町21番地6 公益財団法人 岡田文化財団 おかだぶんかざいだん

19 伊賀市上野丸之内106番地 公益財団法人 伊賀文化産業協会
いがぶんかさんぎょう
きょうかい

20 津市一身田上津部田1234番地 公益財団法人 三重県文化振興事業団
みえけんぶんかしんこう
じぎょうだん

21 津市大谷町11番地 公益財団法人 三重県立美術館協力会
みえけんりつびじゅつか
んきょうりょくかい

22 津市久居本町1400番地の2 公益社団法人　久居一志地区医師会　 ひさいいちしちくいしかい

23 津市栗間中山町下沢79番地の5 公益財団法人　　（）三重医学研究振興会
みえいがくけんきゅうし
んこうかい

24 津市中河原454番地の1 公益財団法人　　（）岡三加藤文化振興財団
おかさんかとうぶんかし
んこうざいだん

25 松阪市青葉町161番地の2　松阪商工会議所内 公益社団法人 松阪青年会議所
まつさかせいねんかい
ぎしょ

26 四日市市萱生町238 学校法人 暁　学　園 あかつきがくえん

27 四日市市追分一丁目9番34号 学校法人 エスコラピオス学園 えすこらぴおすがくえん

28 四日市市平尾町2800番地 学校法人 メリノール女子学院
めりのーるじょしがくい
ん

＜個人県民税控除対象寄附金にかかる関係団体一覧表＞
（平成２３年１２月末日現在）

イ　県内に为たる事務所がある法人
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为たる事務所の所在地 法人種別 関係団体名称 ふりがな

29 津市大里窪田町字下沢2865番地の1 学校法人 高田学苑 たかだがくえん

30 津市大字半田1330番地 学校法人 セントヨゼフ女子学園
せんとよぜふじょしがく
えん

31 津市白山町八対野2739番地 学校法人 日生学園 にっせいがくえん

32 伊勢市神田久志本町1704番地 学校法人 皇　學　館 こうがっかん

33 伊勢市黒瀬町562の13 学校法人 伊勢学園 いせがくえん

34 伊賀市別府690番地 学校法人 愛農学園 あいのうがくえん

35 四日市市笹川一丁目106-2 学校法人 津田学園 つだがくえん

36 四日市市浜田町13-29 学校法人 大橋学園 おおはしがくえん

37 亀山市和賀町1789-4 学校法人 三重徳風学園 みえとくふうがくえん

38 伊勢市河崎一丁目3-25 学校法人 八木学園 やぎがくえん

39 鈴鹿市岸岡町1001番地の1 学校法人 鈴鹿医療科学大学
すずかいりょうかがくだ
いがく

40 四日市市波木町398-1 学校法人 特別支援学校聖母の家学園
とくべつしえんがっこう
せいぼのいえがくえん

41 桑名市大字西方字笹山787番地 学校法人 聖華学園 せいかがくえん

42 桑名市西汰上弥平田656番地 学校法人 水谷学園 みずたにがくえん

43 桑名市大字桑部字矢間2068番地 学校法人 福徳学園 ふくとくがくえん

44 四日市市大矢知町2700番地 学校法人 あおい学園 あおいがくえん

45 四日市市西松本町15番10号 学校法人 常磐学園 ときわがくえん

46 四日市市松本3丁目1-37 学校法人 まきば学園 まきばがくえん

47 四日市市千代田町459番地 学校法人 八郷学園 やさとがくえん

48 四日市市別名5丁目4番31号 学校法人 富田文化学園 とみだぶんかがくえん

49 四日市市三栄町5番3号 学校法人 双葉学園 ふたばがくえん

50 四日市市伊倉二丁目8番23号 学校法人 慈光学園 じこうがくえん

51 四日市市室山町475番地の1 学校法人 グレイス学園 ぐれいすがくえん

52 鈴鹿市神戸2丁目20番18号 学校法人 鈴鹿学園 すずかがくえん

53 鈴鹿市鈴鹿ハイツ5番45号 学校法人 宣真学園 せんしんがくえん

54 鈴鹿市白子本町2番38号 学校法人 ひかり学園 ひかりがくえん

55 鈴鹿市東磯山二丁目3の1 学校法人 白百合学園 しらゆりがくえん

56 鈴鹿市道伯町一丁目12-27 学校法人 古市学園 ふるいちがくえん

57 津市大谷町240番地 学校法人 大川学園 おおかわがくえん

58 津市南丸之内9番12号 学校法人 山田学園 やまだがくえん

59 津市白塚町鎌田3647番地の1 学校法人 松ヶ谷学園 まつがたにがくえん
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60 津市久居ニノ町1855番地 学校法人 野辺野学園 のべのがくえん

61 津市高野尾町北山3153-10 学校法人 藤　学　園 ふじがくえん

62 津市一身田町746番地 学校法人 専修学園 せんじゅがくえん

63 津市乙部6-34 学校法人 真盛学苑 しんせいがくえん

64 津市南が丘1丁目17番地 学校法人 近畿福音ルーテル学園
きんきふくいんるーてる
がくえん

65 津市丸之内34-16 学校法人 日本聖公会三重学園
にっぽんせいこうかい
みえがくえん

66 伊勢市岡本一丁目18-65 学校法人 明倫幼稚園 めいりんようちえん

67 伊勢市久世戸町4番地 学校法人 修道幼稚園 しゅうどうようちえん

68 伊勢市御薗町王中島船原23番地 学校法人 みどり学園 みどりがくえん

69 伊勢市小俣町本町1336 学校法人 マリア学園 まりあがくえん

70 伊勢市船江二丁目2番29号 学校法人 有緝学園 ゆうしゅうがくえん

71 伊勢市中島二丁目13-4 学校法人 中島学園 なかじまがくえん

72 伊勢市小俣町元町214-3 学校法人 前島学園 まえじまがくえん

73 伊勢市岩淵1丁目6番32号 学校法人 山田常盤学園 やまだときわがくえん

74 伊賀市上野丸之内11の2 学校法人 白鳳幼稚園 はくほうようちえん

75 名張市桔梗が丘1番町2街区6番地 学校法人 桔梗が丘学園 ききょうがおかがくえん

76 名張市つつじが丘北3番町7 学校法人 藤森学園 ふじもりがくえん

77 熊野市有馬町650番地 学校法人 南泉学園 なんせんがくえん

78 松阪市中央町468 学校法人 めぐみ学園 めぐみがくえん

79 桑名市中央町1丁目92番地 （準）学校法人 伊藤学園 いとうがくえん

80 四日市市浜田町4-15 （準）学校法人 古川学園 ふるかわがくえん

81 四日市市羽津中二丁目5番19号 （準）学校法人 三重中央学園 みえちゅうおうがくえん

82 津市上浜町一丁目14番地 （準）学校法人 長谷川学園 はせがわがくえん

83 津市新町一丁目1-36 （準）学校法人 下村学園 しもむらがくえん

84 伊勢市八日市場町17-27 （準）学校法人 伊勢整容学園 いせせいようがくえん

85 四日市市安島一丁目2-5 （準）学校法人 伊達育英会 だていくえいかい

86 三重郡菰野町大字宿野字八岡1346 （準）学校法人 聖十字学院 せいじゅうじがくいん

87 鈴鹿市住吉二丁目24-9 （準）学校法人 鈴鹿文化学園 すずかぶんかがくえん

88 津市広明町333 （準）学校法人 太陽学園 たいようがくえん

89 伊勢市一之木四丁目15-14 （準）学校法人 協栄学園 きょうえいがくえん

90 鈴鹿市白子一丁目18-2 （準）学校法人 三重文化経済学園
みえぶんかけいざいが
くえん
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91 桑名市北寺町31-3 社会福祉法人 花園福祉会 はなぞのふくしかい

92 桑名市陽だまりの丘3丁目３０２ 社会福祉法人 桑名みどり福祉会 くわなみどりふくしかい

93 桑名市大字西金井字村中170番地 社会福祉法人 憩 いこい

94 桑名市大字今島字江向1820番地 社会福祉法人 九華福祉会 きゅうかふくしかい

95 桑名市大字星川字掛木1809 社会福祉法人 星川福祉会 ほしかわふくしかい

96 桑名市新西方３丁目187番地 社会福祉法人 自立共生会 じりつきょうせいかい

97 桑名市多度町福永字西福永440-48 社会福祉法人 憲甚会 けんじんかい

98 桑名市長島町源部外面330 社会福祉法人 のぞみの里 のぞみのさと

99 桑名郡木曽岬町大字和富10-8 社会福祉法人 慈幸会 じこうかい

100 員弁郡東員町大字長深字狐小路3140番2 社会福祉法人 健和会 けんわかい

101 員弁郡東員町大字山田1546-1 社会福祉法人 いずみ いずみ

102 いなべ市北勢町阿下喜字塚原3728番２ 社会福祉法人 光風会 こうふうかい

103 いなべ市藤原町鼎1211番地 社会福祉法人 翠明院 すいめいいん

104 いなべ市大安町大井田2669番地５ 社会福祉法人 晴山会 せいざんかい

105 四日市市釆女町森ヶ山418番の１ 社会福祉法人 永甲会 えいこうかい

106 四日市市天カ須賀四丁目７番25号 社会福祉法人 徳寿会 とくじゅかい

107 四日市市赤水町1274番地の14 社会福祉法人 あがた福祉の会 あがたふくしのかい

108 四日市市日永１丁目３番18号 社会福祉法人 すずらん福祉会 すずらんふくしかい

109 四日市市西坂部町1157番地 社会福祉法人 清和会 せいわかい

110 四日市市富田浜町26-14 社会福祉法人 富田浜福祉会 とみだはまふくしかい

111 四日市市垂坂町８番地の２ 社会福祉法人 平成福祉会 へいせいふくしかい

112 四日市市西坂部町1127番地 社会福祉法人 三重福祉会 みえふくしかい

113 四日市市波木町398番地の１ 社会福祉法人 聖母の家 せいぼのいえ

114 四日市市前田町14番20号 社会福祉法人 四日市厚生会 よっかいちこうせいかい

115 四日市市高砂町7-6 社会福祉法人 風薫会 かぜかおるかい

116 四日市市鵜の森１丁目４番地の３ 社会福祉法人 英水会 えいすいかい

117 四日市市川島町1026-1 社会福祉法人 四季の里 しきのさと

118 四日市市山田町5500番地の１ 社会福祉法人 青山里会 せいさんりかい

119 四日市市久保田二丁目12番８号 社会福祉法人 ユートピア ゆーとぴあ

120 四日市市別名三丁目３番10号 社会福祉法人 四日市福祉会 よっかいちふくしかい

121 四日市市阿倉川町14-16 社会福祉法人
三重
ワイエムシイエイ福祉会

みえわいえむしいえい
ふくしかい
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122 四日市市西大鐘町字山添1520 社会福祉法人 鐘和 しょうわ

123 四日市市波木町1335-1 社会福祉法人 わかたけ わかたけ

124 四日市市中部17番11号 社会福祉法人 悠和会 ゆうわかい

125 四日市市西坂部町字桜1004-1 社会福祉法人 ぬくもり結の里 ぬくもりゆいのさと

126 三重郡菰野町大字杉谷字泥前1572-1 社会福祉法人 菰野陽気園 こものようきえん

127 三重郡菰野町大字千草字城山888番地 社会福祉法人 千草きらら会 ちくさきららかい

128 三重郡菰野町大字杉谷字泥前1573番地 社会福祉法人 檜の里 ひのきのさと

129 三重郡菰野町大字宿野1433-74 社会福祉法人 鈴鹿聖十字会 すずかせいじゅうじかい

130 三重郡菰野町菰野字机本8350-2 社会福祉法人 三和福祉会 さんわふくしかい

131 三重郡朝日町大字柿字熊之田564番 社会福祉法人 三重健寿会 みえけんじゅかい

132 三重郡川越町大字亀崎新田字里中１５番２ 社会福祉法人 ほほえみ福祉会 ほほえみふくしかい

133 四日市市西大鐘町字山添1580 社会福祉法人 宏育会 こういくかい

134 三重郡川越町大字亀崎新田字里中21番11 社会福祉法人 よつば会 よつばかい

135 鈴鹿市八野町字天伯428番地の１ 社会福祉法人 伊勢亀鈴会 いせきれいかい

136 鈴鹿市地子町814－30 社会福祉法人 天年会 てんねんかい

137 鈴鹿市上田町水篠1284番地 社会福祉法人 和順会 わじゅんかい

138 鈴鹿市若松西六丁目28番18号 社会福祉法人 慈童会 じどうかい

139 鈴鹿市地子町600番地 社会福祉法人 三鈴会 みすずかい

140 鈴鹿市下箕田町1336 社会福祉法人 さつき さつき

141 鈴鹿市南若松町字南新田１番地 社会福祉法人 伊勢湾福祉会 いせわんふくしかい

142 鈴鹿市深溝町字北林2956 社会福祉法人 鈴鹿福祉会 すずかふくしかい

143 鈴鹿市神戸三丁目17番地32号 社会福祉法人 陽光会 ようこうかい

144 鈴鹿市長法寺町字権現763 社会福祉法人 博愛会 はくあいかい

145 鈴鹿市石薬師町字寺東452番68 社会福祉法人 けやき福祉会 けやきふくしかい

146 鈴鹿市若松中一丁目20番1号 社会福祉法人 朊友 ほうゆう

147 鈴鹿市柳町1519番地の３ 社会福祉法人 楊柳会 ようりゅうかい

148 鈴鹿市一ノ宮町597番地 社会福祉法人 鈴風会 れいふうかい

149 鈴鹿市岸岡町589-6 社会福祉法人 ジェイエイみえ会 じぇいえいみえかい

150 鈴鹿市国府町３８９４ 社会福祉法人 かがやき福祉会 かがやきふくしかい

151 亀山市住山町字大掛590番地の１ 社会福祉法人 安全福祉会 あんぜんふくしかい
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152 亀山市阿野田字二本木2443-1 社会福祉法人 ケアフル亀山 けあふるかめやま

153 亀山市関町坂下252番地 社会福祉法人 柊会 ひいらぎかい

154 亀山市野村町三丁目２８番２０ 社会福祉法人 希望の里 きぼうのさと

155 津市大字垂水1300番地 社会福祉法人 津市社会福祉事業団
つししゃかいふくしじぎょ
うだん

156 津市片田長谷町226番地 社会福祉法人 敬愛会 けいあいかい

157 津市新町１丁目８番13号 社会福祉法人 さつき福祉会 さつきふくしかい

158 津市一身田大古曽670番地２ 社会福祉法人 三重県厚生事業団
みえけんこうせいじぎょ
うだん

159 津市大字産品字中之谷732番地の１ 社会福祉法人 聖マッテヤ会 せいまってやかい

160 津市高洲町15番43号 社会福祉法人 青松園 せいしょうえん

161 津市大字藤方字八ヶ坪2670番地 社会福祉法人 桃郷福祉会 ももざとふくしかい

162 津市一身田平野361番地の１ 社会福祉法人 三重清暉会 みえせいきかい

163 津市本町26番13号 社会福祉法人 洗心福祉会 せんしんふくしかい

164 津市柳山津興3310 社会福祉法人 諦聴会 たいちょうかい

165 津市河辺町字小広1317-1番地 社会福祉法人 高田真善会 たかだしんぜんかい

166 津市城山１丁目8-16 社会福祉法人 夢の郷 ゆめのさと

167 津市桜橋２丁目131 社会福祉法人 三重県視覚障害者協会
みえけんしかくしょうが
いしゃきょうかい

168 津市大字殿村860番地の2 社会福祉法人 こしば福祉会 こしばふくしかい

169 津市上浜町六丁目277番地の１ 社会福祉法人 ウエルケア うぇるけあ

170 津市大里野田町1124-1 社会福祉法人 高田福祉事業協会
たかだふくしじぎょうきょ
うかい

171 津市乙部33-5 社会福祉法人 みどり自由学園 みどりじゆうがくえん

172 津市大里窪田町字平林167-14 社会福祉法人 津福祉会 つふくしかい

173 津市乙部4-10 社会福祉法人 寿泉会 じゅせんかい

174 津市栗真中山町字下沢84番2 社会福祉法人 白壽会 はくじゅかい

175 津市高洲町1060番地 社会福祉法人 ちどり会 ちどりかい

176 津市大倉10番21号 社会福祉法人 実践 じっせん

177 津市大倉1-11 社会福祉法人 友睦 ゆうぼく

178 津市高野尾町3145-5 社会福祉法人 結の会 ゆいのかい

179 津市高野尾町2406-10 社会福祉法人 三重ベタニヤ みえべたにや

180 津市久居井戸山町707番地の３ 社会福祉法人 素問会 そもんかい

181 津市木造町1824番地 社会福祉法人 サンフラワークラブ さんふらわーくらぶ

182 津市榊原町字中上4621番 社会福祉法人 喜楽里 きらり
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183 津市戸木町字若山4187番 社会福祉法人 正寿会 せいじゅかい

184 津市雲出本郷町字連方前2128番 社会福祉法人 絆 きずな

185 津市河芸町大字影重1162番地 社会福祉法人 里山学院 さとやまがくいん

186 津市河芸町大字浜田860番地 社会福祉法人 アイ・ティー・オー福祉会
あいてぃーおーふくしか
い

187 津市芸濃町椋本字藤ノ山3805番２ 社会福祉法人 いろどり福祉会 いろどりふくしかい

188 津市安濃町今徳247番地 社会福祉法人 真盛学園 しんせいがくえん

189 津市安濃町東観音寺353 社会福祉法人 明合乃里会 あけあいのさとかい

190 津市安濃町妙法寺892番地 社会福祉法人 聖フランシスコ会 せいふらんしすこかい

191 津市香良洲町1990番地 社会福祉法人 はまゆう会 はまゆうかい

192 津市美杉町八知729番地の1 社会福祉法人 明光会 めいこうかい

193 津市河辺字田八勢４４番地１ 社会福祉法人 星たる ほたる

194 松阪市鎌田町275の１ 社会福祉法人 すみれ会 すみれかい

195 松阪市鎌田町南沖284の１ 社会福祉法人 鈴の音会 すずのねかい

196 松阪市久保町1843番地の７ 社会福祉法人 まつさか福祉会 まつさかふくしかい

197 松阪市久保町1927番地の６ 社会福祉法人 愛恵会 あいけいかい

198 松阪市丹生寺町1035番地 社会福祉法人 明佑会 めいゆうかい

199 松阪市小阿坂町1988番地の６ 社会福祉法人 聖ヨゼフ会松阪
せいよぜふかいまつさ
か

200 松阪市川井町字中道53番地４ 社会福祉法人 長寿会 ちょうじゅかい

201 松阪市船江町７８５ 社会福祉法人 太陽の里 たいようのさと

202 松阪市上川3821番2 社会福祉法人 三重高齢者福祉会
みえこうれいしゃふくし
かい

203 松阪市駅部田町207番地 社会福祉法人 あおば会 あおばかい

204 松阪市稲木町1008 社会福祉法人 ベテスタ べてすた

205 松阪市久保田町171番地3 社会福祉法人 フレンド ふれんど

206 松阪市下村町2476 社会福祉法人 神戸福祉会 かんべふくしかい

207 松阪市嬉野須賀領町477番地８ 社会福祉法人 むつみ福祉会 むつみふくしかい

208 松阪市中林町410番地 社会福祉法人 カトリック三重カリタス会
かとりっくみえかりたす
かい

209 松阪市飯南町粥見字立梅1249-1 社会福祉法人 三央会 さんおうかい

210 松阪市飯高町下滝野1350番地２ 社会福祉法人 有徳会 ゆうとくかい

211 松阪市飯高町森2110番地3 社会福祉法人 いいたか いいたか

212 多気郡多気町大字相可字風子1863-1 社会福祉法人 敬真福祉会 けいしんふくしかい

213 多気郡多気町津留548番地の1 社会福祉法人 聖の家 ひじりのいえ
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214 多気郡多気町大字仁田字シノ原706番地の７ 社会福祉法人 斎宮会 さいくうかい

215 多気郡多気町大字四疋田字コウボシ580番 社会福祉法人 育心会 いくしんかい

216 多気郡多気町笠木字北ノ山１３２９番地 社会福祉法人 笠木御所桜会 かさぎごしょさくらかい

217 多気郡多気町丹生４７０１番地 社会福祉法人 聖和福祉会 せいわふくしかい

218 多気郡大台町千代997 社会福祉法人 キングスガーデン三重 きんぐすがーでんみえ

219 伊勢市二俣町577番地9 社会福祉法人 伊勢医心会 いせいしんかい

220 伊勢市吹上２丁目５番41号 社会福祉法人 明照浄済会 めいしょうじょうさいかい

221 伊勢市上地町3130 社会福祉法人 福徳会 ふくとくかい

222 伊勢市村松町3294番地１ 社会福祉法人 慈恵会 じけいかい

223 伊勢市辻久留３丁目17番５号 社会福祉法人 三重済美学院 みえさいびがくいん

224 伊勢市河崎３丁目15番33号 社会福祉法人 邦栄会 ほうえいかい

225 伊勢市楠部町字墓ノ谷150-15 社会福祉法人 まほろばの里 まほろばのさと

226 伊勢市楠部町若ﾉ山2605-33 社会福祉法人 五十鈴会 いすずかい

227 伊勢市宇治浦田３丁目23-15 社会福祉法人 賀集会 かしゅうかい

228 伊勢市大世古３丁目１番９号 社会福祉法人 伊勢ふるさと会 いせふるさとかい

229 鳥羽市鳥羽5-8-62 社会福祉法人 あしたば福祉会 あしたばふくしかい

230 鳥羽市安楽島町字高山１０７５番地５８ 社会福祉法人 恒心福祉会 こうしんふくしかい

231 度会郡玉城町原字風呂山2835番地 社会福祉法人 司会 つかさかい

232 度会郡玉城町勝田字濱塚3086番42 社会福祉法人 ゆり ゆり

233 度会郡大紀町滝原1195-1 社会福祉法人 おおすぎ おおすぎ

234 度会郡大紀町野原ヲサボシ519番１ 社会福祉法人 北斗会 ほくとかい

235 度会郡南伊勢町五ヶ所浦2870番地 社会福祉法人 南勢聖福会 なんせいせいふくかい

236 度会郡南伊勢町五ヶ所浦4147 社会福祉法人 南勢かえで福祉会
なんせいかえでふくしか
い

237 度会郡大紀町大内山2951番地１ 社会福祉法人 仁誠会 じんせいかい

238 度会郡度会町大野木字山田2945番2 社会福祉法人 三重豊生会 みえほうせいかい

239 伊賀市西山字治田東1650番地 社会福祉法人 福寿会 ふくじゅかい

240 伊賀市部字奥山2611-5 社会福祉法人 いがほくぶ いがほくぶ

241 伊賀市朝屋739番地の２ 社会福祉法人 伊賀市社会事業協会
いがししゃかいじぎょう
きょうかい

242 伊賀市四十九町2107番地 社会福祉法人 伊賀昴会 いがすばるかい

243 伊賀市山出金坪2220番地の10 社会福祉法人 敬親会 けいしんかい

244 伊賀市予野9554番地 社会福祉法人 維雅幸育会 いがこういくかい
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245 伊賀市高畑字深田784-2 社会福祉法人 恵成会 けいせいかい

246 伊賀市馬場600番地 社会福祉法人 あやまユートピア あやまゆーとぴあ

247 伊賀市腰山1135番地 社会福祉法人 青山福祉会 あおやまふくしかい

248 名張市中村2326番地 社会福祉法人 名張育成会 なばりいくせいかい

249 名張市神屋765番地 社会福祉法人 弘仁会 こうじんかい

250 名張市朝日町1357番地の１ 社会福祉法人 名張厚生協会
なばりこうせいきょうか
い

251 名張市西田原2000番地 社会福祉法人 こもはら福祉会 こもはらふくしかい

252 名張市東田原2745 社会福祉法人 グリーンセンター福祉会
ぐりーんせんたーふくし
かい

253 名張市西原町２５９０番地の６ 社会福祉法人 鶯鳴会 おうめいかい

254 名張市滝之原字杼ノ木1653-1 社会福祉法人 サンフラワー名張 さんふらわーなばり

255 名張市赤目町長坂日之谷２５０番３ 社会福祉法人 東海宏和福祉会
とうかいこうわふくしか
い

256 尾鷲市大字南浦4584番地の3 社会福祉法人 長茂会 ちょうもかい

257 尾鷲市三木里町字木場967-8 社会福祉法人 愛友会 あいゆうかい

258 北牟婁郡紀北町海山区矢口浦842番地 社会福祉法人 菊寿会 きくじゅかい

259 北牟婁郡紀北町海山区上里堂の谷227番地1 社会福祉法人 慈徳会 じどくかい

260 熊野市有馬町字中曽3466番地1 社会福祉法人 杏南会 きょうなんかい

261 熊野市有馬町4520-329 社会福祉法人 清光会 せいこうかい

262 熊野市紀和町板屋132-2 社会福祉法人 紀和会 きわかい

263 南牟婁郡御浜町大字神木23番地 社会福祉法人 エイジハウス えいじはうす

264 志摩市大王町船越５４０番地１４ 社会福祉法人 真心の会 まごころのかい

265 志摩市阿児町鵜方３１９５番地５５ 社会福祉法人 百楽の会 ひゃくらくのかい

266 度会郡度会町田間字前山３１９番１８ 社会福祉法人 吉清会 きっせいかい

267 四日市市大字東阿倉川２５４番地３ 社会福祉法人 あいプロジェクト あいぷろじぇくと

268 桑名市星川1005番地の2 社会福祉法人 あけぼの福祉会 あけぼのふくしかい

269 桑名市大字安永七区割1101番地の3 社会福祉法人 町屋福祉会 まちやふくしかい

270 桑名市桑部1482 社会福祉法人 日の出福祉会 ひのでふくしかい

271 桑名市大字北別所1625番地の4 社会福祉法人 幼成福祉会 ようせいふくしかい

272 桑名市五反田1604番地の１ 社会福祉法人 七和福祉会 ななわふくしかい

273 桑名市多度町柚井1775 社会福祉法人 耕逸山児童福祉協会
こういつざんじどうふくし
きょうかい

274 桑名市多度町小山2017番地 社会福祉法人 柚井児童福祉会 ゆいじどうふくしかい

275 桑名市長島町西川1151 社会福祉法人 愛育福祉会 あいいくふくしかい
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276 いなべ市大安町石榑東1694番地の１ 社会福祉法人 竜岳福祉会 りゅうがくふくしかい

277 いなべ市員弁町大泉2558番地 社会福祉法人 いなべ福祉会 いなべふくしかい

278 四日市市平津町字堀越844-1番地 社会福祉法人 愛育会 あいいくかい

279 四日市市浜田町10番15号 社会福祉法人 四恩園 しおんえん

280 四日市市三滝台四丁目4番地の4 社会福祉法人 川島福祉会 かわしまふくしかい

281 四日市市大谷台1丁目82番地 社会福祉法人 佐々木児童福祉会 ささきじどうふくしかい

282 四日市市大宮町26の5 社会福祉法人 放光福祉会 ほうこうふくしかい

283 四日市市あがたが丘１丁目18番地の4 社会福祉法人 あがた福祉会 あがたふくしかい

284 四日市市東日野町字城山1611番地の16 社会福祉法人 ひよこ会 ひよこかい

285 四日市市東坂部町150番地の４ 社会福祉法人 フジ福祉会 ふじふくしかい

286 四日市市海山道町１丁目57番地の４ 社会福祉法人 海山会 みやまかい

287 四日市市三重六丁目129番地 社会福祉法人 一二三会 ひふみかい

288 四日市市西日野町字今郷1871番7 社会福祉法人 博秀会 はくしゅうかい

289 四日市市松原町三丁目２８８－１ 社会福祉法人 日の本福祉会 ひのもとふくしかい

290 鈴鹿市長沢町字東海戸1095番地 社会福祉法人 ながさわ保育会 ながさわほいくかい

291 鈴鹿市岸田町1491番地 社会福祉法人 微笑会 ほほえみかい

292 鈴鹿市寺家3-40-15 社会福祉法人 花園会 はなぞのかい

293 鈴鹿市石薬師町1735番地の１ 社会福祉法人 愛児の会 あいじのかい

294 鈴鹿市白子本町2番27号 社会福祉法人 あおい会 あおいかい

295 鈴鹿市加佐登1丁目8－10 社会福祉法人 白鳩会 しらはとかい

296 鈴鹿市東磯山二丁目26番18号 社会福祉法人 いそやま会 いそやまかい

297 鈴鹿市平野町1167番地の１ 社会福祉法人 鈴山会 すずやまかい

298 鈴鹿市長太旭町2丁目3-6 社会福祉法人 法輪会 ほうりんかい

299 鈴鹿市長太栄町3丁目4番34号 社会福祉法人 長冨会 ちょうふうかい

300 鈴鹿市野町西二丁目15-10 社会福祉法人 野町福祉会 のまちふくしかい

301 鈴鹿市岸岡町字雲雀山2707番地の174 社会福祉法人 誠鈴福祉会 せいれいふくしかい

302 鈴鹿市下大久保町丸岡481-5 社会福祉法人 久間田福祉会 くまだふくしかい

303 鈴鹿市算所町字野際563-3 社会福祉法人 志生会 しせいかい

304 鈴鹿市東庄内町3797-1 社会福祉法人 かみの福祉会 かみのふくしかい

305 鈴鹿市寺家町1308 社会福祉法人 緑和福祉会 りょくわふくしかい

306 鈴鹿市安塚町331-74 社会福祉法人 鈴生会 れいせいかい
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307 鈴鹿市神戸2丁目20番8号 社会福祉法人 微笑福祉会 みしょうふくしかい

308 亀山市南野町9番１号 社会福祉法人 亀山市社会事業協会
かめやまししゃかいじ
ぎょうきょうかい

309 亀山市東町一丁目10番16号-1 社会福祉法人 松風福祉会 まつかぜふくしかい

310 亀山市川崎町上垣内４９２８ 社会福祉法人 なぎ なぎ

311 津市南中央10番18号 社会福祉法人 ぼだいじ福祉会 ぼだいじふくしかい

312 津市白塚町5334 社会福祉法人 白蓮福祉会 びゃくれんふくしかい

313 津市南丸之内8－61 社会福祉法人 清泉福祉会 せいせんふくしかい

314 津市片田志袋町384 社会福祉法人 鈴の木会 すずのきかい

315 津市上浜町5丁目150番地 社会福祉法人 上浜福祉会 かみはまふくしかい

316 津市大字半田四十九山1442－１ 社会福祉法人 島井福祉会 しまいふくしかい

317 津市大字藤方字柳ヶ坪1531番地 社会福祉法人 藤水福祉会 ふじみずふくしかい

318 津市大字野田字大ヶ瀬21-817 社会福祉法人 泉福祉会 いずみふくしかい

319 津市大里睦合町字青609－１ 社会福祉法人 津栄社会福祉事業協会
しんえいしゃかいふくし
じぎょうきょうかい

320 津市長岡町小黒800－441 社会福祉法人 若草福祉会 わかくさふくしかい

321 津市久居中町336の４ 社会福祉法人 すぎのこ福祉会 すぎのこふくしかい

322 津市久居西鷹跡町365番11 社会福祉法人 自由学苑福祉会
じゆうがくえんふくしか
い

323 津市河芸町大字中別保1656 社会福祉法人 豊津児童福祉会 とよつじどうふくしかい

324 津市河芸町大字影重1140の１ 社会福祉法人 影重社会福祉事業協会
かげしげしゃかいふくし
じぎょうきょうかい

325 松阪市愛宕町2丁目63番地 社会福祉法人 松阪仏教愛護園
まつさかぶっきょうあい
ごえん

326 松阪市川井町338－2 社会福祉法人 みどり福祉会 みどりふくしかい

327 松阪市猟師町31番地の2 社会福祉法人 つくし福祉会 つくしふくしかい

328 松阪市久保町1245番地 社会福祉法人 久保福祉会 くぼふくしかい

329 松阪市光町31－4 社会福祉法人 山室山福祉会 やまむろやまふくしかい

330 松阪市嬉野中川町1881番地 社会福祉法人 清翠会 せいすいかい

331 松阪市松ヶ島町９４６番地 社会福祉法人 若葉福祉会 わかばふくしかい

332 松阪市上川町1570番地１ 社会福祉法人 徳和福祉会 とくわふくしかい

333 松阪市久保町１８８７番地８２ 社会福祉法人 つぼみ福祉会 つぼみふくしかい

334 伊勢市村松町143－１ 社会福祉法人 徳風会 とくふうかい

335 伊勢市船江3丁目11番43号 社会福祉法人 瑞穂福祉会 みずほふくしかい

336 伊勢市常磐町字広谷74番地－5 社会福祉法人 山際福祉会 やまぎわふくしかい

337 伊勢市大湊町1080番地１ 社会福祉法人 大湊福祉会 おおみなとふくしかい
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为たる事務所の所在地 法人種別 関係団体名称 ふりがな

338 伊勢市東大淀町2－12 社会福祉法人 東大淀福祉会
ひがしおおよどふくしか
い

339 伊勢市一色町1316 社会福祉法人 一色福祉会 いっしきふくしかい

340 伊勢市磯町1736番地 社会福祉法人 豊浜西福祉会 とよはまにしふくしかい

341 伊勢市中須町416番地43 社会福祉法人 南勢福祉会 なんせいふくしかい

342 伊勢市佐八町728番地2 社会福祉法人 佐八福祉会
そうちふくしかい（さはち
ふくしかい）

343 伊勢市有滝町2102番地の55 社会福祉法人 有滝福祉会 ありたきふくしかい

344 伊勢市矢持町426番地 社会福祉法人 一宇郷福祉会 いちうごうふくしかい

345 伊勢市旭町348 社会福祉法人 宮山 みややま

346 名張市夏見357番地3 社会福祉法人 よさみ福祉会 よさみふくしかい

347 尾鷲市小川西町14番2号 社会福祉法人 尾鷲民生事業協会
おわせみんせいじぎょう
きょうかい

348 北牟婁郡紀北町紀伊長島区三浦364の2 社会福祉法人 三浦児童福祉協会 みうらじどうふくしかい

349 北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島1226 社会福祉法人 照心会 しょうしんかい

350 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島212番地の1 社会福祉法人 ひがし保育園 ひがしほいくえん

351 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島2360番地の１ 社会福祉法人 ふらここ保育園 ふらここほいくえん

352 北牟婁郡紀北町海山区相賀878番地 社会福祉法人 相賀社会福祉事業協会
あいがしゃかいふくしじ
ぎょうきょうかい

353 北牟婁郡紀北町海山区大字上里360番地 社会福祉法人 上里福祉会 かみざとふくしかい

354 熊野市井戸町349番地 社会福祉法人 ひまわり会 ひまわりかい

355 名張市富貴ヶ丘６番町４２番地２１ 社会福祉法人 任天会 にんてんかい

356 伊勢市小俣町元町５６９番地 社会福祉法人 むげんのかのうせい むげんのかのうせい

357 津市桜橋2丁目131 三重県社会福祉会館内 社会福祉法人 三重県社会福祉協議会
みえけんしゃかいふくし
きょうぎかい

358 津市大門7-15　津センターパレス３階 社会福祉法人 津市社会福祉協議会
つししゃかいふくしきょう
ぎかい

359 四日市市諏訪町 2-2（四日市市総合会館内） 社会福祉法人 四日市市社会福祉協議会
よっかいちししゃかいふ
くしきょうぎかい

360 伊勢市御薗町長屋2767(伊勢ハートプラザみその内） 社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会
いせししゃかいふくし
きょうぎかい

361 松阪市殿町1360-16 （松阪市福祉会館内） 社会福祉法人 松阪市社会福祉協議会
まつさかししゃかいふく
しきょうぎかい

362 桑名市常盤町51（桑名市総合福祉会館内） 社会福祉法人 桑名市社会福祉協議会
くわなししゃかいふくし
きょうぎかい

363
鈴鹿市神戸地子町383-1
（鈴鹿市社会福祉センター内）

社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会
すずかししゃかいふくし
きょうぎかい

364
名張市丸之内79番地
（名張市総合福祉センターふれあい内）

社会福祉法人 名張市社会福祉協議会
なばりししゃかいふくし
きょうぎかい

365
尾鷲市栄町5－5
（尾鷲市福祉保健センター）

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
おわせししゃかいふくし
きょうぎかい

366
亀山市羽若町545
（総合保健福祉センターあいあい内）

社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会
かめやまししゃかいふく
しきょうぎかい

367
鳥羽市大明東町2-5
（鳥羽市保健福祉センターひだまり内）

社会福祉法人 鳥羽市社会福祉協議会
とばししゃかいふくしきょ
うぎかい

368
熊野市井戸町1150
（熊野市保健福祉センター内）

社会福祉法人 熊野市社会福祉協議会
くまのししゃかいふくし
きょうぎかい
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为たる事務所の所在地 法人種別 関係団体名称 ふりがな

369
いなべ市大安町大井田2704
（大安老人福祉センター内）

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会
いなべししゃかいふくし
きょうぎかい

370
志摩市阿児町神明1537-1
（阿児農業者健康管理センター内）

社会福祉法人 志摩市社会福祉協議会
しまししゃかいふくしきょ
うぎかい

371
伊賀市上野中町2976-1
（上野ふれあいプラザ3階）

社会福祉法人 伊賀市社会福祉協議会
いがししゃかいふくし
きょうぎかい

372
桑名郡木曽岬町大字和泉303-3
（木曽岬町立　輪心乃里内）

社会福祉法人 木曽岬町社会福祉協議会
きそざきちょうしゃかい
ふくしきょうぎかい

373
員弁郡東員町大字山田2013
（東員町ふれあいセンター内）

社会福祉法人 東員町社会福祉協議会
とういんちょうしゃかい
ふくしきょうぎかい

374
三重郡菰野町大字潤田1281
(菰野町保健福祉センターけやき内）

社会福祉法人 菰野町社会福祉協議会
こものちょうしゃかいふく
しきょうぎかい

375
三重郡朝日町大字小向891-5
（朝日町保健福祉センター内）

社会福祉法人 朝日町社会福祉協議会
あさひちょうしゃかいふ
くしきょうぎかい

376
三重郡川越町大字豊田一色314
（いきいきセンター内）

社会福祉法人 川越町社会福祉協議会
かわごえちょうしゃかい
ふくしきょうぎかい

377
多気郡多気町大字四疋田587-1
（多気町地域福祉センター天啓の里内）

社会福祉法人 多気町社会福祉協議会
たきちょうしゃかいふくし
きょうぎかい

378
多気郡明和町大字馬之上917-1
（福祉サービスセンター明和の里内）

社会福祉法人 明和町社会福祉協議会
めいわちょうしゃかいふ
くしきょうぎかい

379
多気郡大台町大字粟生1010
（大台町地域福祉センター内）

社会福祉法人 大台町社会福祉協議会
おおだいちょうしゃかい
ふくしきょうぎかい

380
度会郡玉城町勝田4876-1
（玉城町保健福祉会館内）

社会福祉法人 玉城町社会福祉協議会
たまきちょうしゃかいふ
くしきょうぎかい

381
度会郡度会町棚橋字新出1202
（度会町地域福祉センター内）

社会福祉法人 度会町社会福祉協議会
わたらいちょうしゃかい
ふくしきょうぎかい

382
度会郡大紀町錦736-7
(紀勢保健センター内）

社会福祉法人 大紀町社会福祉協議会
たいきちょうしゃかいふ
くしきょうぎかい

383
度会郡南伊勢町五ヶ所浦2928番地
（南伊勢町福祉健康ランド内）

社会福祉法人 南伊勢町社会福祉協議会
みなみいせちょうしゃか
いふくしきょうぎかい

384 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島209-9 社会福祉法人 紀北町社会福祉協議会
きほくちょうしゅかいふく
しきょうぎかい

385
南牟婁郡御浜町大字下市木2040
（御浜町福祉健康センター内）

社会福祉法人 御浜町社会福祉協議会
みはまちょうしゃかいふ
くしきょうぎかい

386
南牟婁郡紀宝町鵜殿1074-1
（紀宝町福祉センター内）

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会
きほうちょうしゃかいふく
しきょうぎかい

387 津市中央3-12 更生保護法人 三重県更生保護事業協会
みえけんこうせいほごじ
ぎょうきょうかい

388 津市上弁財町11-11 更生保護法人 三重県保護会 みえけんほごかい

389 津市栄町２丁目434番地 認定ＮＰＯ法人 三重いのちの電話協会
みえいのちのでんわ
きょうかい

1
東京都八王子市東浅川町701-2
（鈴鹿市白子町）（鳥羽市池上町1-1）

独立行政法人
国立高等専門学校機構
（鈴鹿工業高等専門学校）（鳥羽商船高
等専門学校）

こくりつこうとうせんもん
がっこうきこう

2
名古屋市瑞穂区汐路町1-26
（鈴鹿市郡山町663-222）

学校法人 享栄学園 きょうえいがくえん

3
名古屋市昭和区八事本町101-2
（松阪市久保町1846）

学校法人 梅村学園 うめむらがくえん

4
大阪府東大阪市小若江3丁目4番1号
（名張市春日丘7番町1番地）

学校法人
近畿大学
（近畿大学工業高等専門学校）

きんきだいがく

5
名古屋市東区白壁一丁目54
（津市南新町2-9）

学校法人 名古屋文化学園 なごやぶんかがくえん

6
大阪市住吉区苅田1-7-19
（名張市夏見字芝出545）

学校法人 廣瀬学園 ひろせがくえん

ふりがな

ロ　県外に为たる事務所がある法人で、県内に学校を設置するもの

・特定地域雇用等促進法人（該当なし）

関係団体名称法人種別
为たる事務所の所在地

（県内の従たる事務所の所在地）

※（準）学校法人について、所得税法による授業時間数の要件を満たしているか否かを、県の私学担当室で把握できない法人は掲載してい
ない。
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1
愛知県豊川市平尾町諏訪下１０番
（桑名市長島町大字西外面1070）

社会福祉法人 アパティア福祉会 あぱてぃあふくしかい

2
奈良県天理市別所町７１５－３
（伊勢市倭町３０番地１）

社会福祉法人 天理 てんり

3
東京都港区三田1丁目4番28号
（松阪市朝日町１区１５－６）

社会福祉法人 恩賜財団済生会
おんしざいだんさいせい
かい

ハ　県外に为たる事務所がある法人で、県内で社会福祉事業を行うもの

ふりがな

（注）この一覧表は、個人県民税にかかるものであり、
　　　県庁内関係各部局の回答により作成しています。二　認定特定公益信託（該当なし）

为たる事務所の所在地
（県内の従たる事務所の所在地）

法人種別 関係団体名称
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