
○　財務大臣指定法人〔所得税法第78条第2項〕

法人名・団体 事務所の所在地 期限 備考（施設の名称）

国立大学法人福島大学 福島市金谷川1

公立大学法人福島県立医科大学 福島市光が丘1

公立大学法人会津大学 会津若松市一箕町大字鶴賀字上居合90番地

独立行政法人国立高等専門学校機構 いわき市 福島工業高等専門学校

法人名・団体 事務所の所在地 期限 備考（施設の名称）

独立行政法人家畜改良センター 西白河郡西郷村大字小田倉字小田倉原1番地

独立行政法人国立青少年教育振興機構 猪苗代町・西郷村 国立磐梯青少年交流の家・国立那須甲子青少年自然の家

独立行政法人高齢･障害・求職者雇用支援機構 福島市・いわき市・会津若松市 福島障害者職業センター、ポリテクセンター福島・会津・いわき

独立行政法人国立病院機構 須賀川市・いわき市 福島病院・いわき病院

国立研究開発法人農業・食品産業技術
総合研究機構

福島市 東北農業研究センター福島研究拠点

国立研究開発法人森林研究・整備機構 福島市 森林整備センター福島水源林整備事務所

独立行政法人日本貿易振興機構 郡山市 ジェトロ福島

独立行政法人自動車技術総合機構 福島市・いわき市 福島事務所・いわき事務所

独立行政法人自動車事故対策機構 福島市 福島支所

独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ） 二本松市
青年海外協力隊事務局二本松青年海外協力隊訓
練所（JICA二本松）

独立行政法人中小企業基盤整備機構
福島市・南相馬市・いわき市・須賀川市・
会津美里町

中小企業震災復興・原子力災害対策経営支援セ
ンター福島　相双分室、いわき分室、県中分室、会
津分室

独立行政法人労働者健康安全機構 福島市・いわき市 福島産業保健総合支援センター、福島労災病院

国立研究開発法人産業技術総合研究所 郡山市 福島再生可能エネルギー研究所

国立研究開発法人日本原子力研究開発
機構

福島市・いわき市・楢葉町・三春町・南相
馬市・富岡町

福島事務所、いわき事務所、楢葉遠隔技術開発セ
ンター、福島環境安全センター、大熊分析・研究セ
ンター、廃炉国際共同研究センター

独立行政法人地域医療機能推進機構 二本松市 二本松病院

法人名・団体 事務所の所在地 期限 備考（施設の名称）

自動車安全運転センター 福島市 福島県事務所

日本司法支援センター 福島市・会津若松市・二本松市・広野町
法テラス福島・法テラス福島法律事務所・法テラス
会津若松法律事務所・法テラス二本松・法テラス
ふたば

日本赤十字社 福島市 日本赤十字社福島県支部

法人名・団体 事務所の所在地 期限 備考（施設の名称）

公益財団法人福島民友愛の事業団 福島市柳町4番29号

公益社団法人福島県宅地建物取引業協会 福島市野田町六丁目3番3号福島県不動産会館

公益社団法人福島県浄化槽協会 福島市野田町1丁目16番35号

公益社団法人福島県鍼灸あん摩マッ
サージ指圧師会

福島市万世町2番13号

公益社団法人福島県植物防疫協会 福島市北矢野目字下成田10番地

公益財団法人福島県保健衛生協会 福島市方木田字水戸内19番地6

公益社団法人福島県公共嘱託登記土地
家屋調査士協会

福島市浜田町4番16号

公益社団法人福島県トラック協会 福島市飯坂町平野字若狭小屋32番地

公益社団法人福島県青果物価格補償協会 福島市飯坂町平野字三枚長1番地1

公益財団法人福島市振興公社 福島市入江町1番1号

　福島県では、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、個人県民税の寄附金控除の対象となるものを、条例第26条の3第1項によ
り、包括指定しています。
　下記の名簿は、対象となる法人・団体の一覧です。
　ただし、個別指定ではなく包括指定のため、税務課において把握している法人・団体を記載しておりますのでご注意願います。
　（名簿に記載がなくても要件を満たしていれば該当する場合があります。）

条例指定による個人県民税の寄附金税額控除対象法人・団体名簿（R1.12.31現在）

Ⅰ　県内に事務所を有する法人

○　独立行政法人〔所得税法施行令第217条第1項第1号〕

○　政令に掲名されている法人〔所得税法施行令第217条第1項第2号〕

○　公益社団・公益財団法人〔所得税法施行令第217条第1項第3号〕
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法人名・団体 事務所の所在地 期限 備考（施設の名称）

公益社団法人福島市シルバー人材センター 福島市東浜町11番40号

公益財団法人福島県老人クラブ連合会
福島市渡利字七社宮111番地福島県総
合社会福祉センター

公益社団法人福島県食品衛生協会 福島市仲間町10番1号

公益財団法人福島県農業振興公社 福島市中町8番2号福島県自治会館8階

公益社団法人ふくしま緑の森づくり公社 福島市中町8番2号福島県自治会館5階

公益財団法人福島県市町村振興協会 福島市中町8番2号福島県自治会館

公益社団法人福島県獣医師会 福島市中町7番17号

公益財団法人福島県消防協会 福島市中町5番21号

公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会 福島市中町5番18号

公益社団法人福島県ビルメンテナンス協会 福島市中町4番20号みんゆうビル704号

公益社団法人福島県建築士会 福島市中町4番20号みんゆうビル3階

公益財団法人福島県下水道公社 福島市大町5番6号日本生命福島ビル2Ｆ

公益財団法人東邦銀行教育･文化財団 福島市大町4番4号

公益社団法人福島青年会議所 福島市大町2-5

公益財団法人福島県体育協会 福島市中町8番2号福島県自治会館6階

公益財団法人福島県臓器移植推進財団 福島市杉妻町2番16号福島県保健福祉部地域医療課内

公益財団法人福島県総合社会福祉基金 福島市杉妻町2番16号福島県保健福祉部社会福祉課内

公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会 福島市杉妻町2番16号文化スポーツ局スポーツ課内

公益財団法人福島県学術教育振興財団 福島市杉妻町2番16号福島県教育庁教育総務課内

公益財団法人福島県スポーツ振興基金 福島市杉妻町2番16号福島県スポーツ課内

公益財団法人福島県交通遺児奨学基金協会 福島市杉妻町2番16号

公益財団法人福島市スポーツ振興公社
福島市仁井田字西下川原41番地の1福
島市国体記念体育館内

公益社団法人福島県視覚障がい者福祉協会 福島市森合町6番7号

公益社団法人ふくしま被害者支援センター 福島市森合町14-6　角田ビル2Ｆ

公益社団法人福島県診療放射線技師会 福島市蓬莱町7丁目13-5

公益財団法人福島県学校給食会 福島市松川町字平舘16番地の2

公益社団法人福島県柔道整復師会 福島市小倉寺字鬼石4番地の2

公益財団法人福島県文化振興財団 福島市春日町5番地54号

公益財団法人福島県国際交流協会 福島市舟場町2番1号福島県舟場町分館2階

公益社団法人福島県私立幼稚園・認定
こども園連合会

福島市舟場町2番1号

公益財団法人福島県私立学校教職員退職金財団 福島市舟場町2番1号

公益社団法人福島県私学振興会 福島市舟場町2番1号

公益財団法人福島県暴力追放運動推進センター 福島市中町8番2号福島県自治会館3階

公益社団法人福島県防犯協会連合会 福島市舟場町2番1号

公益財団法人福島県生活衛生営業指導センター 福島市三河南町1番20号　コラッセふくしま7階

公益財団法人福島県観光物産交流協会 福島市三河南町1番20号

公益社団法人福島法人会 福島市三河南町1番20号　コラッセふくしま7階

公益財団法人福島県産業振興センター 福島市三河南町1番20号コラッセふくしま6Ｆ

公益財団法人福島県都市公園・緑化協会 福島市佐原字神事場1番地

公益財団法人福島県青少年育成・男女
共生推進機構

福島市黒岩字田部屋53番地5

公益財団法人ふくしま自治研修センター 福島市荒井字地蔵原乙15番の1

公益財団法人福島県身体障がい者福祉協会 福島市御山町8番30号

公益社団法人福島県畜産振興協会 福島市南中央三丁目36番地

公益社団法人福島県バス協会 福島市吉倉字吉田40番地

公益財団法人福島県労働保健センター 福島市沖高字北貴船1番の2

公益社団法人福島明星厚生学院 福島市栄町1番37号

公益社団法人福島県シルバー人材センター連合会 福島市栄町10番21号福島栄町ビル8階

公益社団法人福島県歯科医師会 福島市仲間町6番6号

公益財団法人福島イノベーション・コース
ト構想推進機構

福島市中町1-19号

公益社団法人二本松青年会議所 二本松市本町一丁目60番地1

公益社団法人二本松法人会 二本松市本町一丁目60番地1

公益社団法人二本松市シルバー人材センター 二本松市若宮二丁目69番地

公益社団法人伊達市シルバー人材センター 伊達市梁川町青葉町3番地

公益財団法人仁泉会 伊達市箱崎字東23番地1
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法人名・団体 事務所の所在地 期限 備考（施設の名称）

公益社団法人だて青年会議所 伊達市保原町宮下111番地の2

公益社団法人本宮市シルバー人材センター 本宮市本宮字馬場74番地1

公益財団法人遠藤医療福祉助成財団 本宮市白岩字田中225番地8

公益社団法人川俣町シルバー人材センター 伊達郡川俣町字樋ノ口30

公益社団法人国見町シルバー人材センター 伊達郡国見町板橋南5番地3

公益社団法人桑折町シルバー人材センター 伊達郡桑折町字西段10番地

公益財団法人ふくしまフォレスト・エコ・ライフ財団 安達郡大玉村玉井字長久保68番地

公益財団法人馬場育英会 郡山市本町一丁目4番14号

公益社団法人福島県看護協会 郡山市本町一丁目20番24号

公益財団法人郡山地域テクノポリス推進機構 郡山市南二丁目52番地

公益社団法人郡山青年会議所 郡山市堂前町5番19号

公益財団法人郡山市文化・学び振興公社 郡山市堤下町1-2号郡山市民文化センター内

公益財団法人ヨークベニマル文化教育事業財団 郡山市朝日二丁目18番2号

公益財団法人諸橋近代美術館 郡山市朝日三丁目6番20号

公益社団法人郡山市シルバー人材センター 郡山市朝日一丁目29番9号郡山市総合福祉センター内

公益財団法人福島県青少年教育振興会 郡山市朝日一丁目23番7号郡山市役所内

公益財団法人郡山市健康振興財団 郡山市朝日2丁目15番1号

公益財団法人金森和心会 郡山市大槻町字天正垣11番地

公益財団法人郡山コンベンションビューロー 郡山市清水台一丁目3番8号

公益財団法人星総合病院 郡山市向河原町159番1号

公益財団法人福島県まちづくり区画整理協会 郡山市虎丸町6番16号　NK第2ビル

公益社団法人福島県栄養士会 郡山市虎丸町6-18

公益社団法人郡山法人会 郡山市虎丸町14番2号

公益社団法人福島県不動産鑑定士協会 郡山市桑野二丁目5番1号

公益財団法人開成会 郡山市開成三丁目14番7号

公益財団法人安積歴史博物館 郡山市開成五丁目25番63号

公益財団法人岩山育英会 郡山市駅前二丁目10番13号サンコービル3階

公益財団法人湯浅報恩会 郡山市駅前一丁目8番16号

公益財団法人郡山市観光交流振興公社 郡山市安積町成田字東丸山61番地

公益財団法人ふくしま科学振興協会 須賀川市虹の台100番地

公益社団法人須賀川法人会 須賀川市東町59番地25須賀川商工会館内

公益社団法人須賀川青年会議所 須賀川市東町59番地25須賀川商工会館内

公益財団法人須賀川市農業公社 須賀川市柱田字中地前22番地

公益社団法人須賀川市シルバー人材センター 須賀川市茶畑町65番地

公益財団法人須賀川市スポーツ振興協会 須賀川市牛袋町5番地

公益財団法人須賀川牡丹園保勝会 須賀川市牡丹園80番地1

公益社団法人須賀川労働基準協会 須賀川市旭町227番1

公益社団法人田村市シルバー人材センター 田村市船引町船引字南町通52番地

公益社団法人小野町シルバー人材センター 田村郡小野町大字小野新町字中通35番地

公益社団法人三春町シルバー人材センター 田村郡三春町字南町21番地の1

公益社団法人鏡石町シルバー人材センター 岩瀬郡鏡石町旭町161番地

公益財団法人藤田教育振興会 白河市二番町46番地

公益社団法人白河法人会 白河市道場小路96番地5

公益財団法人立教志塾 白河市字中町6番地

公益社団法人白河・西郷広域シルバー人材センター 白河市中町53番地

公益社団法人白河青年会議所 白河市大手町4番地2白河ＪＣ会館

公益財団法人白河観光物産協会 白河市郭内1番地2

公益財団法人会田病院 西白河郡矢吹町本町216番地

公益社団法人矢吹町シルバー人材センター 西白河郡矢吹町八幡町476番地1

公益社団法人棚倉町シルバー人材センター 東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33番地

公益財団法人小田山霊園
会津若松市門田町大字黒岩字手代曽
根山丙447番地21

公益財団法人会津地域教育・学術振興
財団

会津若松市南千石町6番5号会津若松
商工会議所内

公益社団法人会津社会事業協会 会津若松市中央一丁目5番27号

公益財団法人会津弔霊義会 会津若松市一箕町大字八幡字弁天下甲1404番地4

公益財団法人会津育英会 会津若松市東栄町3番46号

公益社団法人会津若松市シルバー人材センター 会津若松市城東町8番28号

公益財団法人会津若松文化振興財団 会津若松市城東町12番1号

公益社団法人会津若松医師会 会津若松市山鹿町4番29号
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法人名・団体 事務所の所在地 期限 備考（施設の名称）

公益社団法人会津青年会議所 会津若松市慶山1丁目2番2号

公益財団法人穴澤病院 会津若松市宮町1番1号

公益社団法人会津若松法人会 会津若松市インター西112番地

公益社団法人会津喜多方法人会 喜多方市字沢の免7331番地

公益社団法人喜多方市シルバー人材センター 喜多方市桜ガ丘二丁目147番地1

公益財団法人喜多方市体育協会 喜多方市字押切一丁目86番地

公益社団法人猪苗代町シルバー人材センター 耶麻郡猪苗代町大字千代田字中島26番地2

公益財団法人野口英世記念会 耶麻郡猪苗代町大字三ツ和字前田81番地

公益社団法人西会津町シルバー人材センター 耶麻郡西会津町野沢字如法寺乙3590番地の2

公益社団法人会津美里町シルバー人材センター 大沼郡会津美里町下堀字中川360番地4

公益社団法人会津坂下地方広域シル
バー人材センター

河沼郡会津坂下町字石田1515番地の8

公益社団法人南会津法人会 南会津郡南会津町田島字行司12番地

公益社団法人南会津町シルバー人材センター 南会津郡南会津町田島字後原甲3586番地1

公益財団法人南会津町振興公社 南会津郡南会津町永田字枇杷影2番地

公益社団法人相双法人会 相馬市中村字桜ヶ丘54-1

公益社団法人そうま広域シルバー人材センター 相馬市中村一丁目5番地の4

公益財団法人南相馬市文化振興事業団 南相馬市原町区本町二丁目28番地の1

公益社団法人南相馬市シルバー人材センター 南相馬市原町区東町三丁目78番地

公益財団法人福島県栽培漁業協会 双葉郡大熊町大字夫沢字北台205番地1

公益社団法人富岡町さくら文化・スポーツ振興公社 双葉郡富岡町小浜481番地

公益社団法人いわき市シルバー人材センター いわき市平字菱川町1番地の3

公益財団法人いわき市国際交流協会 いわき市平字梅本21番地

公益財団法人いわき市潮学生寮
いわき市平字堂根町4番地の8いわき市
教育委員会事務局内

公益社団法人いわき産学官ネットワーク
協会

いわき市平字田町120番地LATOV6階い
わき産業創造館内

公益社団法人いわき青年会議所 いわき市平字才槌小路18番地の8

公益財団法人磐城済世会 いわき市平字小太郎町1番地の1

公益社団法人いわき法人会 いわき市中央台飯野四丁目2番地4

公益財団法人いわき市教育文化事業団 いわき市常磐藤原町手這50番地の1

公益財団法人いわき市社会福祉施設事業団 いわき市常磐湯本町上浅貝22番地の1

公益財団法人ときわ会 いわき市常磐上湯長谷町上ノ台57番地

公益財団法人ふくしま海洋科学館 いわき市小名浜字辰巳町50番地

公益財団法人クリナップ財団 いわき市久之浜町久之浜字賤78番地

公益財団法人ハニーズ財団 いわき市鹿島町走熊字七本松27番地の1

法人名・団体 事務所の所在地 期限 備考（施設の名称）

学校法人福島成蹊学園 福島市上浜町5-10 R5.7.10 福島成蹊高等学校、中学校

学校法人東稜学園 福島市山居上3 R5.7.10 福島東稜高等学校

学校法人聖光学院 伊達市六角3 R5.9.18 聖光学院高等学校

学校法人まゆみ学園 二本松市竹田2-133 R3.2.10 認定こども園まゆみ

学校法人福島学院 福島市宮代字乳児池1-1 R4.1.22 福島学院大学附属幼稚園

学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダム 福島市花園町3-6 R6.3.31 桜の聖母学院高等学校、中学校、小学校、幼稚園

学校法人本宮幼稚園 本宮市本宮字東町2 R2.12.4 本宮幼稚園

学校法人三育学園 福島市山口字高森11 R5.2.1 三育幼稚園、西部三育幼稚園

学校法人尚志学園 郡山市大槻町字担ﾉ腰2 R6.9.19
尚志高等学校、幼稚園、緑ヶ丘幼稚園、尚志学園
専修学校、福島高等予備校

学校法人石川義塾 石川郡石川町字大室502 R6.12.24 学校法人石川高等学校、石川義塾中学校

学校法人郡山開成学園 郡山市開成3-25-2 R2.7.31 郡山女子大学附属高等学校、幼稚園

学校法人辻学園 郡山市田村町守山殿町20 R5.1.12 田村町つつみ幼稚園

学校法人吉野学園 郡山市安積町大森町34番地 R5.8.6 わかば幼稚園

学校法人掛田学園 石川町当町67-2 R4.8.9 幼保連携型認定こども園石川文化幼稚園、クローバー保育園

学校法人藤田幼児教育学園 白河市立石山10-14 R6.9.19 丘の上幼稚園

学校法人温知会 会津若松市鶴賀町1-5 R2.10.26 仁愛高等学校、仁愛看護福祉専門学校

学校法人ザベリオ学園 会津若松市西栄町1-18 R5.2.14
会津若松ザベリオ学園高等学校、中学校、小学
校、幼稚園、郡山ザベリオ学園中学校、小学校、
幼稚園

○　学校法人（特定公益増進法人の証明を受けている法人）〔所得税法施行令第217条第1項第4号〕
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法人名・団体 事務所の所在地 期限 備考（施設の名称）

学校法人白梅
会津若松市一箕町大字亀賀字北柳原
42-1

R4.5.19
「認定こども園こどもの森　白梅幼稚園、会津保育
園」、「認定こども園榎の木　東行仁幼稚園、アリス
ルーム」、「認定こども園北会津こどもの村幼稚園」

学校法人若松幼稚園 会津若松市中央1丁目1-5 R5.6.6 認定こども園若松第一幼稚園、第二幼稚園、第三幼稚園

学校法人石山学園 会津若松市相生町3-2 R6.2.22 会津北嶺高等学校

学校法人みどり幼稚園 相馬市中村字大手先39 R5.4.25 みどり幼稚園

学校法人青葉 南相馬市原町区二見町3-68-4 R4.11.30 青葉幼稚園

学校法人千鳥学園 いわき市勿来町関田須賀1-32 R3.1.15 千鳥幼稚園

学校法人志賀学園 いわき市平山崎熊ノ宮39 R6.1.21 平第一幼稚園、第二幼稚園、並木幼稚園、九之浜こども園

学校法人山﨑学園 いわき市内郷御厩町上宿11 R4.12.15 福島県磐城第一高等学校、磐城緑蔭高等学校、中学校

学校法人昌平黌 いわき市平鎌田字寿金沢37 R5.10.31
東日本国際大学附属昌平高等学校、中学校、い
わき短期大学附属幼稚園

学校法人寿幼稚園 いわき市好間町北好間字塊坪10-3 R3.7.7 寿幼稚園

学校法人信栄学園 いわき市明治団地80-7 R3.10.19 平幼稚園

学校法人さかえ学園 いわき市内郷御台境町前田18-3 R6.12.27 さかえ幼稚園

学校法人医療創生大学 いわき市 R3.9.11 医療創生大学

学校法人日本大学 郡山市 R5.5.31 日本大学東北高等学校

法人名・団体 事務所の所在地 期限 備考（施設の名称）

福島県社会福祉協議会
福島市渡利字七社宮111福島県総合社
会福祉センター内

福島県共同募金会
福島市渡利字七社宮111福島県総合社
会福祉センター内

福島いのちの電話 福島市中央郵便局私書箱15号

創世福祉事業団 福島市旭町9-7

太陽学園 福島市桜木町11-16

福島更生義肢製作所 福島市腰浜町31-1

北信福祉会 福島市南矢野目字才ノ後6-2

清樹会 福島市田沢字入20

なごみ 福島市太平寺字町ノ内30

アイリス学園 福島市在庭坂志津山6-3

青葉学園 福島市土船字新林24

泉福祉会 福島市泉字熊野4-4

けやきの村 福島市飯坂町中野字高田前2-7

聖母愛真会 福島市方木田字赤沢19-1

福島愛育園 福島市田沢字躑躅ヶ森16-2

福島敬香会 福島市腰浜町9-1

福島福祉施設協会 福島市仁井田字龍神前2-1

福島縫製福祉センター 福島市春日町14-7

陽光会 福島市南沢又字水門下160-3

わたり福祉会 福島市飯坂町平野字小深田1-5

篤仁会 福島市大波字熊野山1

福島福祉会 福島市飯坂町湯野字梁尻1-1

ライフ・タイム・福島 福島市松川町字産子内1-1

つばさ福祉会 福島市八木田字並柳41-3

しのぶ福祉会 福島市笹木野字表屋敷45-3

すこやか福祉会 福島市沖高字中島14-1

多宝会 福島市本町4-23

ちゅうりっぷ福祉会 福島市大森字日蔭92

ジェイエイ新ふくしま福祉会 福島市笹木野字水口下13-1

常照福祉会 福島市町庭坂字呑塚28

つどい 福島市岡部字大久保36-1

生愛福祉事業団 福島市大笹生字向平12

あいあい福祉会 福島市松川町水原字神明山25-2

ゆず福祉会 福島市泉字台1-1

松葉福祉会 福島市鎌田字沢田39-1

吾妻福祉会 福島市上野寺字東1-1

おかやま福祉会 福島市岡部字倉ノ内89

北中央福祉会 福島市南矢野目字中屋敷62-1

雄峰福祉会 福島市仁井田字下川原17

○　社会福祉法人〔所得税法施行令第217条第1項第5号〕
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法人名・団体 事務所の所在地 期限 備考（施設の名称）

ゆかり福祉会 福島市丸子字沢目42-1

桜桃会 福島市野田町五丁目4-50

誠信会 福島市南矢野目字桜内33番地の1

愛和会 福島市笹谷字稲場29番地8

飯野ふるさと福祉会 福島市飯野町大久保字古枝41-1

大生福祉会 福島市笹谷字新町裏6番地の1

さくら福祉会 福島市上鳥渡字樋ノ口北52番地

おやま福祉会 福島市御山字下川原1-1

矜持福祉会 福島市御山字検田93-1

湖星会 二本松市木幡字東和代65-1

あだち福祉会 二本松市安達ヶ原一丁目291-1

恒星会 二本松市上葉木坂2-3

あおぞら福祉会 二本松市安達ヶ原一丁目291-3

のびのび福祉会 二本松市金色417-2

徳真会 二本松市高田2番1

阿多多羅 二本松市高越松ケ作349番地2

桑の実福祉会 伊達市中道10番地

梁川保育会 伊達市梁川町字中久保32-1

嘉啓会 伊達市霊山町掛田字西裏49-1

あぶくま福祉会 伊達市保原町字中瀬町100

慈仁会 伊達市月舘町御代田字月崎山1-7

信達福祉会 伊達市梁川町字東土橋65-1

ひろせ福祉会 伊達市梁川町字栄町48

銀河 本宮市本宮字舞台53-2

つるばみの会 本宮市本宮字小幡14-5

コクーン 伊達郡桑折町字桑島四9-4

緑風福祉会 伊達郡桑折町大字北半田字峯47番地

慈久福祉会 安達郡大玉村玉井字台9-1

厚慈会 伊達郡国見町小坂南3番地

恩賜財団済生会 福島市 支部福島県済生会

篤心会 須賀川市和田字沓掛48-1

いわせ長寿会 須賀川市矢沢字明池158

和 須賀川市滑川字東町139-1

三愛福祉会 須賀川市吉美根字土橋121

福音会 須賀川市下小山田字月夜田203

うつみね福祉会 須賀川市小作田字仲田23-1

プラナの森 須賀川市森宿字狐石122-1

愛親福祉会 須賀川市滑川字関ノ上26-4

福寿会 須賀川市長沼字北延命寺3番地6

すみれ福祉会 田村市船引町船引字下大平105番地1

岩瀬福祉会 岩瀬郡鏡石町鏡田かげ沼町139-1

桜が丘学園 石川郡石川町字猫啼359-1

石川福祉会 石川郡石川町字高田234-1

やまと会 石川郡石川町字古舘322-2

ゆめみの里 石川郡玉川村大字四辻新田字諏訪平125番地5

啓誠福祉会 田村郡小野町大字小野新町字団子田36番地1

田村福祉会 田村郡三春町字六升蒔68

ほほえみ福祉会 田村郡三春町大字熊耳字神山287

かがやき福祉会 田村郡小野町大字谷津作字高山3-2

くわの福祉会 郡山市大槻町字西勝ノ木5-1

安積福祉会 郡山市安積町笹川字西宿77

南東北福祉事業団 郡山市日和田町梅沢字丹波山3-2

安積愛育園 郡山市安積町笹川字経坦52

心愛会 郡山市緑ヶ丘東6丁目26-2

太田福祉記念会 郡山市熱海町玉川字阿曽沢11-1

郡山清和救護園 郡山市舞木町字間明田104

愛星福祉会 郡山市片平町字妙見舘1-1

郡山福祉会 郡山市片平町字妙見舘1-2

郡山市社会福祉事業団 郡山市朝日一丁目29-9

共生福祉会 郡山市横川町字遠後50-8
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法人名・団体 事務所の所在地 期限 備考（施設の名称）

郡山コスモス会 郡山市御前南六丁目13

いずみ福祉会 郡山市安積町笹川字目光池西10-1

ほっと福祉記念会 郡山市山根町4-12

みどり福祉会 郡山市方八町一丁目5-22

緑樹の会 郡山市桜木二丁目8-14

梅の木福祉会 郡山市安積町長久保5丁目1-3

たるかわ福祉会 郡山市三穂田町鍋山字前原250-2

つくし会 郡山市富田町字後久保1-8

にんじん舎の会 郡山市下白岩町字波前場45

笑風会 郡山市喜久田町前田沢字小室山5-45

千葉福祉會 郡山市富久山町字八山田字稲荷林25-10

桜福祉会 郡山市田村町岩作字梅木平12

向日葵会 郡山市大槻町字西ノ宮西91-9

郡山婦人会 郡山市堂前町21-14

藹々 郡山市字下亀田3番地の1

なりた福祉会 郡山市安積町牛庭一丁目98

郡山社会事業協会あさかの里 郡山市菜根三丁目15-3

健寿会 郡山市島一丁目19-1

福島県社会福祉事業団 西白河郡西郷村大字小田倉字上上野原5-3

白河学園 白河市和尚壇山2-9

優樹福祉会 白河市金鈴17-1

しらかわ会 白河市萱根金ヶ入10-1

真德会 白河市関辺引目橋34-6

清峰会 西白河郡西郷村大字小田倉字大清水389-5

牧人会 西白河郡西郷村大字小田倉字上上野原158-1

甲子の里福祉会 西白河郡西郷村大字小田倉字上川向97

川谷福祉会 西白河郡西郷村大字真船字芝原16-15

西白河ライフケア会 西白河郡泉崎村大字太田川字金山34

こころん 西白河郡泉崎村大字泉崎字下根岸9

矢吹救護院天風寮 西白河郡矢吹町滝八幡101

矢吹厚生事業所 西白河郡矢吹町善郷内14-1

恵愛福祉会 西白河郡矢吹町滝八幡159-2

棚倉保育園 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町54-1

堀川愛生園 東白川郡棚倉町大字棚倉字丸内94

東白川福祉会 東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘79

矢祭福祉会　 東白川郡矢祭町大字東舘字蔵屋敷122

鮫川福祉会 東白川郡鮫川村大字赤坂西野字岡田59-1

コスモ福祉会 西白河郡中島村滑津字宿裏10-1

誠慈会 東白川郡矢祭町、塙町 藤井ハイム矢祭、はなわ、やみぞ

南町保育会 会津若松市南花畑2-7

温知福祉会 会津若松市一箕町大字松長字下長原152

たちあおい 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原22-16

会津児童園 会津若松市大戸町小谷川端5

会津長寿園 会津若松市門田町大字黒岩字五百山丙459-3

会津婦人会保育園 会津若松市山鹿町4-37

会津報徳会 会津若松市門田町大字中野字屋敷191-3

会津若松保育協会 会津若松市中町3-20

賢心会 会津若松市大戸町小谷川端1

白百合会 会津若松市大戸町大字芦ノ牧字壇ノ下845

博愛会 会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂62-2

若樹会 会津若松市神指町大字北四合字伊丹堂86-1

桜ヶ岡福祉会 会津若松市湊町大字共和字西田面180

会津療育会 会津若松市神指町榎木檀73

天心会 喜多方市松山町村松字北原3656番地11

道光会 喜多方市字諏訪140番地

高尚会 喜多方市塩川町字藤の木11番地1

啓和会 喜多方市塩川町字下前田21

芙蓉会 耶麻郡北塩原村大字北山字地蔵堂2906-1

西会津町授産場 耶麻郡西会津町尾野本字森野甲10

にしあいづ福祉会 耶麻郡西会津町登世島字田畑乙2042-71
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法人名・団体 事務所の所在地 期限 備考（施設の名称）

蘭山会 耶麻郡猪苗代町字程塚2789番

猪苗代福祉会 耶麻郡猪苗代町大字三郷字寺南7962-1

両沼厚生会 河沼郡会津坂下町大字塔寺字北原645

みしま 大沼郡三島町大字宮下字坂ノ下659

かねやま福祉会 大沼郡金山町大字中川字沖根原1324

昭和福祉会 大沼郡昭和村大字小中津川字石仏1930

千桜会 大沼郡会津美里町字高田道上2969-1

鶴翔会 大沼郡会津美里町小沢字牛首甲1213-3

高田幼児幼保連携型認定こども園ひかり 大沼郡会津美里町字新布才地2

平成会 大沼郡会津美里町荻窪字上野186番1

南陽会 南会津郡南会津町長野字上の山3417-2

南会津会 南会津郡南会津町永田字風下3-1

常真会 南会津郡南会津町田島字向川原甲1210-114

桜寿会 南会津郡南会津町田島字北下原111

明智福祉会 南会津郡下郷町大字塩生字前原502番地1

了寿会 相馬市尾浜字原189番地

報徳会 相馬市中村字大手先31-2

相馬福祉会 相馬市小泉字高池718

相双記念会 相馬市富沢字松道19

スマイルワーク 相馬市小泉字高池347-1

伸生福祉会 南相馬市原町区小川町409番地

福陽会 南相馬市原町区北町373番地の124

ちいろば会 南相馬市原町区二見町一丁目80番地の1

竹水会 南相馬市原町区長野字南原41番

南相馬福祉会 南相馬市原町区高見町二丁目70番地

車輪梅 南相馬市原町区橋本町四丁目15番地3

養高会 双葉郡広野町大字下北迫字東町211-2

広葉会 双葉郡楢葉町大字井出字上ノ原28

福島県福祉事業協会 田村市船引町船引字上中田33番地1

伸生双葉会 双葉郡富岡町中央一丁目58番地の2

友愛会 双葉郡広野町大字下北迫字東町203-1

おおくま福寿会 会津若松市一箕町鶴賀字上居合125-63天野ビル1階

惠眞会 須賀川市滝字白砂63-1

ふたば福祉会 いわき市江栗馬場9-1

博文会 いわき市平字荒田目字中田40

しんち福祉会 相馬郡新地町小川字川向18

いいたて福祉会 相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢571

千翁福祉会 双葉郡川内村大字上川内字迎原78番地

希望の杜福祉会 いわき市平字北目町39-10

育英会 いわき市勿来町酒井北ノ内4

育成会 いわき市常磐下船尾町東作51

いわき厚生会 いわき市常磐上湯長谷町上ノ台88-1

いわき福音協会 いわき市平上平窪字羽黒40-44

栄和会 いわき市常磐上湯長谷町扇田74

かべや保育園 いわき市平中神谷字寺前28

敬和会 いわき市東田町一丁目27-6

こひつじ会 いわき市内郷白水町入山10-18

三宝護念会 いわき市四倉町下仁井田字北追切19-1

慈育会 いわき市若葉台一丁目24-3

慈心会 いわき市好間町下好間字沼田112

昌平黌 いわき市平上片寄字上ノ内193

仁愛会 いわき市遠野町上遠野字沢繋16-17

誠心会 いわき市遠野町上遠野字堀切12-1

誠友会 いわき市錦町中迎二丁目5-1

清和会 いわき市常磐下船尾町村山5-1

春日会 いわき市平赤井字田中43

松涛会 いわき市平山崎字熊ノ宮42-1

明生会 いわき市常磐上矢田町頭田43

来迎保育園 いわき市平下神谷字宿38

楽寿会 いわき市四倉町字西三丁目14-6
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法人名・団体 事務所の所在地 期限 備考（施設の名称）

愛誠会 いわき市植田町堂ノ作49-12

高月会 いわき市平字八幡小路84

友花會 いわき市好間町上好間字田代67-8

柳愛会 いわき市平上平窪字原田13-1

翠祥会 いわき市久之浜町末続字深谷33-1

さくらんぼ会 いわき市鹿島町下蔵持字沢目20-1

ハートフルなこそ いわき市植田町小名田13-1

養生会 いわき市鹿島町下蔵持字中沢目24

光美会 いわき市内郷高野町五合田36-1

以和貴会 いわき市内郷宮町金坂184-3

みどりのかぜ いわき市四倉町大森字民野町45

エル・ファロ いわき市植田町中央三丁目7-6

りんさく福祉会 いわき市平豊間字合磯39

愛篤福祉会 いわき市内郷宮町峰根65-187

飛鳥 いわき市平上荒川字林作207-5

正風会 いわき市小名浜字本町60-6

虹の会 いわき市小名浜岡小名字山ノ神27番1

五彩会 いわき市鹿島町久保字仲田10-1

葵会 いわき市泉町本谷字大田23-1

祐寿会 いわき市常磐湯本町日渡74-13

いわきの里 いわき市好間町北好間字外川原33-1

容雅会 いわき市小名浜字神成塚133番地1

各市町村社会福祉協議会 59市町村

法人名・団体 事務所の所在地 期限 備考（施設の名称）

更生保護法人至道会 福島市南沢又字上原69-1

更生保護法人福島県更生保護協会 福島市狐塚17

法人名・団体 事務所の所在地 期限 備考（施設の名称）

ふくしまＮＰＯネットワークセンター 福島市太田町12番30号マルベリービル6階 R2.4.2

えんじょいらいふ福祉会 福島市南沢又字前田5番地の27 R5.6.13

パンダハウスを育てる会 福島市蓬莱町8丁目15番地1 R5.10.3

ふくしま成年後見センター 福島市五老内町6番4号 R5.10.27

市民公益活動パートナーズ 福島市上町3番4号　コマ福島ビル9号 R4.3.14

ふくしま３０年プロジェクト 福島市飯坂町字一本松11番7 R4.7.20

ストリートふくしま 福島市栄町9番18号 R6.12.3

福島１００年構想委員会 郡山市田村町上行合字北川田26番3 H31.4.30 ※期限切れのため、H31.4.30まで有効

キャリア・デザイナーズ 郡山市昭和二丁目2番7号　さとうビル2F R2.1.18

郡山ペップ子育てネットワーク 郡山市横塚一丁目1番3号 R3.5.9

福島農業復興ネットワーク 郡山市大槻町字古屋敷67番地 R3.5.16

ほっとスペースＲ 郡山市安積町南長久保一丁目284番地 R4.10.25

未来といのち 郡山市富田町字西38-1-203 R5.11.20

アウシュヴィッツ平和博物館 白河市大字白坂字三輪台245 R6.7.3

ふくしま再生の会 相馬郡飯舘村佐須字滑87番地1 R6.6.17

相双に新しい精神科医療保健福祉シス
テムをつくる会

相馬市沖ノ内一丁目2番地8 R6.6.26

みどりの杜福祉会いわきワイナリー いわき市平南白土二丁目1番地の5 R5.2.21

なこそ授産所 いわき市仁井田町寺前9番地1 R6.8.24

いわき放射能市民測定室 いわき市小名浜花畑町11番地の3 R2.6.24

元気の素カンパニー以和貴 いわき市中央台鹿島一丁目47番地の8 R2.7.16

いわきFスポーツクラブ いわき市中央台飯野一丁目4番地の1 R4.2.20

Ⅱ　県が出資する県内に事務所を有しない法人

法人名・団体 事務所の所在地 期限 備考（施設の名称）

公益財団法人尾瀬保護財団 群馬県前橋市大手町1-1-1

学校法人自治医科大学 栃木県下野市薬師時3311番地1 R2.3.31

○　更生保護法人〔所得税法施行令第217条第1項第6号〕

○　認定を受けたＮＰＯ法人〔租税特別措置法第41条の18の2〕
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