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【財務大臣指定】 …　所得税法第78条第２項第２号
令和４年12月31日現在

No. 所 管 証明（設立・認定）年月日

1 国立大学法人 東北大学 文科省 仙台市 青葉区片平2-1-1

2 国立大学法人 宮城教育大学 文科省 仙台市 青葉区荒巻字青葉149

3 公立大学法人 宮城大学
総務省
文科省

大和町 学苑1-1

4 宗教法人 湊神社 宮城県 名取市 閖上二丁目3番17号 平成30年 3月29日～令和3年 3月28日

5 宗教法人 津島神社 宮城県 登米市 迫町佐沼字西佐沼141 平成31年 3月19日～令和4年 3月18日

※宮城県関係課は私学・公益法人課

【独立行政法人・地方独立行政法人】 …　所得税法施行令第217条第１号及び第１号の２
令和４年12月31日現在

No. 所 管 証明（設立・認定）年月日

1 地方独立行政法人 宮城県立こども病院 宮城県 仙台市 青葉区落合4-3-17 平成30年4月1日

2 地方独立行政法人 宮城県立病院機構 宮城県 名取市 愛島塩手字野田山47-1 令和3年4月1日

3 独立行政法人 国立病院機構 厚労省 東京都 目黒区東が丘2-5-21 平成27年1月1日

4 国立研究開発法人 理化学研究所 文科省 埼玉県 和光市広沢2-1 平成30年9月4日

（注）地方独立行政法人の有効期間は証明の日から５年間 ※宮城県関係課は医療政策課

【公益社団・財団法人】 …　所得税法施行令第217条第３号
令和４年12月31日現在

No. 所 管 証明（設立・認定）年月日

1 公益社団法人 宮城県生活環境事業協会 宮城県 仙台市 宮城野区日の出町2-5-15 平成22年1月4日

2 公益財団法人 慶長遣欧使節船協会 宮城県 石巻市 渡波字大森30-2 平成22年4月1日

3 公益財団法人 七十七ビジネス振興財団 宮城県 仙台市 青葉区中央3-3-20 平成22年4月1日

4 公益社団法人 仙台青年会議所 宮城県 仙台市 青葉区本町2-16-12 平成22年4月1日

5 公益財団法人 一迫記念READ血液アカデミー 宮城県 仙台市 青葉区宮町4-6-24 平成22年7月28日

6 公益財団法人 仙台フィルハーモニー管弦楽団 宮城県 仙台市 青葉区錦町1-3-9 平成22年9月1日

7 公益財団法人 宮城県暴力団追放推進センター 宮城県 仙台市 青葉区本町3-5-22 平成22年11月11日

8 公益財団法人 仙台市医療センター 宮城県 仙台市
宮城野区鶴ヶ谷五丁目22-1
仙台オープン病院内

平成23年4月1日

9 公益財団法人 仙台ひと・まち交流財団 宮城県 仙台市 青葉区大町2-12-1 平成23年4月1日

10 公益財団法人 東北電業会 内閣府 仙台市 青葉区中央2-9-10 平成23年4月1日

11 公益社団法人 富谷市シルバー人材センター 宮城県 富谷市 富谷新町95 平成23年4月1日

12 公益社団法人 ＭＯＲＩＵＭＩＵＳ 内閣府 石巻市 雄勝町明神字沼尻13-5 平成23年5月24日

13 公益財団法人 本多記念会 内閣府 仙台市 青葉区片平2-1-1 平成23年6月1日

14 公益財団法人 電磁材料研究所 内閣府 富谷市 成田9丁目5-1 平成23年7月1日

15 公益財団法人 仙台観光国際協会 宮城県 仙台市
青葉区一番町3-3-20　東日
本不動産仙台一番町ビル6
階

平成23年11月1日

16 公益財団法人 みやぎ産業振興機構 宮城県 仙台市 青葉区上杉1-14-2 平成23年11月1日

17 公益社団法人 大崎法人会 宮城県 大崎市
古川東町5－46　古川商工
会議所会館3階

平成23年11月1日

18 公益財団法人 みちのく未来基金 内閣府 仙台市
青葉区五橋2-4-1　エクセ
ルジオ五橋5Ｆ

平成23年12月1日

19 公益社団法人 みやぎ被害者支援センター 宮城県 仙台市 青葉区堤通雨宮町4-17 平成23年12月1日

法　人　名 主たる事務所の所在地

主たる事務所の所在地

主たる事務所の所在地法　人　名

法　人　名
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20 公益財団法人 トーキン科学技術振興財団 宮城県 仙台市 太白区郡山6-7-1 平成24年1月4日

21 公益社団法人 宮城県観光連盟 宮城県 仙台市 青葉区本町3-8-1 平成24年1月4日

22 公益財団法人
みやぎ・環境とくらし・ネット
ワーク

宮城県 仙台市
青葉区柏木1-2-45フォレス
ト仙台5F

平成24年2月1日

23 公益財団法人 アタラクシア 内閣府 仙台市 青葉区郷六字大森2-1 平成24年4月1日

24 公益社団法人 大崎市シルバー人材センター 宮城県 大崎市 古川北町1-1-35 平成24年4月1日

25 公益財団法人 角田市地域振興公社 宮城県 角田市 枝野字青木155-31 平成24年4月1日

26 公益社団法人 加美町シルバー人材センター 宮城県 加美町 字南町181-1 平成24年4月1日

27 公益財団法人 カメイ社会教育振興財団 内閣府 仙台市 青葉区五橋1-1-23 平成24年4月1日

28 公益社団法人 栗原市シルバー人材センター 宮城県 栗原市 若柳字川南戸の西4 平成24年4月1日

29 公益財団法人 艮陵医学振興会 宮城県 仙台市 青葉区星陵町2-1 平成24年4月1日

30 公益財団法人 瑞鳳殿 宮城県 仙台市 青葉区霊屋下23-2 平成24年4月1日

31 公益財団法人 仙台応用情報学研究振興財団 宮城県 仙台市
青葉区錦町1-5-1N-ovalビ
ル4階

平成24年4月1日

32 公益財団法人 仙台市公園緑地協会 宮城県 仙台市 宮城野区五輪1-3-35 平成24年4月1日

33 公益財団法人 仙台市産業振興事業団 宮城県 仙台市 青葉区中央1-3-1AER7階 平成24年4月1日

34 公益財団法人 仙台市市民文化事業団 宮城県 仙台市 青葉区旭ヶ丘3-27-5 平成24年4月1日

35 公益財団法人 仙台市スポーツ振興事業団 宮城県 仙台市 青葉区錦町1-3-9 平成24年4月1日

36 公益社団法人 仙台市防災安全協会 宮城県 仙台市
青葉区柏木1-2-45フォレス
ト仙台ビル3階

平成24年4月1日

37 公益財団法人 せんだい男女共同参画財団 宮城県 仙台市 青葉区中央1-3-1 平成24年4月1日

38 公益社団法人 東北海事広報協会 内閣府 塩竈市 港町1-4-1 平成24年4月1日

39 公益財団法人 東北活性化研究センター 内閣府 仙台市 青葉区中央2-9-10 平成24年4月1日

40 公益社団法人 登米市シルバー人材センター 宮城県 登米市 迫町北方字鼠田72-1 平成24年4月1日

41 公益財団法人 登米文化振興財団 宮城県 登米市 迫町佐沼字光ヶ丘30 平成24年4月1日

42 公益社団法人 東松島市シルバー人材センター 宮城県 東松島市 小野字新宮前5 平成24年4月1日

43 公益社団法人 丸森町シルバー人材センター 宮城県 丸森町 字鳥屋79-1 平成24年4月1日

44 公益社団法人 美里町シルバー人材センター 宮城県 美里町 木間塚字高田33 平成24年4月1日

45 公益財団法人 宮城県学校給食会 宮城県 仙台市 太白区茂庭二丁目2番地の6 平成24年4月1日

46 公益財団法人 宮城県環境事業公社 宮城県 大和町 鶴巣小鶴沢字大沢5 平成24年4月1日

47 公益社団法人 宮城県建設センター 宮城県 仙台市 青葉区上杉1-1-20 平成24年4月1日

48 公益財団法人 宮城県国際化協会 宮城県 仙台市 青葉区堤通雨宮町4-17 平成24年4月1日

49 公益財団法人 宮城県市町村振興協会 宮城県 仙台市 青葉区上杉1-2-3 平成24年4月1日

50 公益財団法人 宮城県対がん協会 宮城県 仙台市 青葉区上杉5-7-30 平成24年4月1日

51 公益社団法人 宮城県防犯協会連合会 宮城県 多賀城市 鶴ヶ谷1-4-1 平成24年4月1日

52 公益社団法人 宮城労働基準協会 宮城県 仙台市 青葉区一番町二丁目5-22 平成24年4月1日

53 公益社団法人 涌谷町シルバー人材センター 宮城県 涌谷町 涌谷字新下町浦188 平成24年4月1日

54 公益社団法人 塩釜法人会 宮城県 塩竈市
港町1-4-1
マリンゲート塩釜2階

平成24年4月1日

55 公益社団法人 角田市シルバー人材センター 宮城県 角田市 角田字錦町23－8 平成24年4月1日
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56 公益社団法人 岩沼市シルバー人材センター 宮城県 岩沼市 桜3-3-7 平成24年4月1日

57 公益社団法人 気仙沼市シルバー人材センター 宮城県 気仙沼市 笹が陣3-5 平成24年4月1日

58 公益社団法人
宮城県シルバー人材センター連
合会

宮城県 仙台市 青葉区本町3-4-18 平成24年4月1日

59 公益財団法人 宮城県文化振興財団 宮城県 仙台市 青葉区国分町3-3-7 平成24年4月1日

60 公益社団法人 七ヶ浜町シルバー人材センター 宮城県 七ヶ浜町 東宮浜字丑谷辺1-1 平成24年4月1日

61 公益社団法人 柴田町シルバー人材センター 宮城県 柴田町 東船迫1-8-1 平成24年4月1日

62 公益社団法人 松島町シルバー人材センター 宮城県 松島町 高城字浜1-3 平成24年4月1日

63 公益社団法人 仙台市シルバー人材センター 宮城県 仙台市 青葉区花京院1-3-2 平成24年4月1日

64 公益社団法人 多賀城市シルバー人材センター 宮城県 多賀城市 中央2-25-1 平成24年4月1日

65 公益社団法人 大河原町シルバー人材センター 宮城県 大河原町 字南海道下47 平成24年4月1日

66 公益社団法人 白石市シルバー人材センター 宮城県 白石市 字延命寺北15-1 平成24年4月1日

67 公益社団法人 名取市シルバー人材センター 宮城県 名取市 増田字柳田50-1 平成24年4月1日

68 公益社団法人 利府町シルバー人材センター 宮城県 利府町 中央2-11-1 平成24年4月1日

69 公益社団法人 亘理町シルバー人材センター 宮城県 亘理町 字旧舘61-22 平成24年4月1日

70 公益社団法人 宮城県バス協会 宮城県 仙台市 宮城野区鉄砲町1-2 平成24年8月1日

71 公益財団法人 亀井記念財団 宮城県 仙台市 青葉区国分町3-1-18 平成24年10月1日

72 公益財団法人 共生地域創造財団 内閣府 仙台市
青葉区二日町２番１号キム
ラオフィスビル３F

平成24年10月1日

73 公益財団法人 仙台市水道ｻｰﾋﾞｽ公社 宮城県 仙台市 太白区南大野田29-1 平成24年10月1日

74 公益社団法人 宮城県物産振興協会 内閣府 仙台市 青葉区上杉1-14-2 平成24年10月1日

75 公益財団法人 河北文化事業団 内閣府 仙台市 青葉区五橋1-2-28 平成25年1月4日

76 公益社団法人 塩釜青年会議所 宮城県 塩竈市 南町1-10大石ビル2階 平成25年1月4日

77 公益社団法人 白石青年会議所 宮城県 白石市 字本鍛冶小路13 平成25年1月4日

78 公益社団法人 宮城県緑化推進委員会 宮城県 仙台市 青葉区堤通雨宮町4-17 平成25年1月4日

79 公益財団法人 宮城厚生協会 宮城県 多賀城市 下馬2-13-7 平成25年1月4日

80 公益社団法人 日本金属学会 内閣府 仙台市 青葉区一番町1-14-32 平成25年3月1日

81 公益財団法人 石巻市芸術文化振興財団 宮城県 石巻市 成田字小塚裏畑54 平成25年4月1日

82 公益社団法人 石巻市シルバー人材センター 宮城県 石巻市 南中里3-14-3 平成25年4月1日

83 公益財団法人 石巻地域高等教育事業団 宮城県 石巻市 穀町14-1 平成25年4月1日

84 公益財団法人
インテリジェント・コスモス学
術振興財団

内閣府 仙台市 青葉区南吉成6-6-3 平成25年4月1日

85 公益財団法人 大場愛語会 宮城県 美里町 南小牛田字町屋敷53 平成25年4月1日

86 公益社団法人 角田市農業振興公社 宮城県 角田市 角田字大坊41 平成25年4月1日

87 公益財団法人 川崎育英会 宮城県 川崎町 大字前川字裏丁175-2 平成25年4月1日

88 公益財団法人 蔵王町育英会 宮城県 蔵王町 大字円田字西浦北10 平成25年4月1日

89 公益社団法人 塩釜市シルバー人材センター 宮城県 塩竈市 尾島町18-17 平成25年4月1日

90 公益財団法人 白石市文化体育振興財団 宮城県 白石市 鷹巣東2-1-1 平成25年4月1日

91 公益社団法人 仙台市獣医師会 宮城県 仙台市 宮城野区扇町6-3-3 平成25年4月1日

92 公益社団法人 仙台市食品衛生協会 宮城県 仙台市
青葉区上杉1-5-1青葉区役
所6F

平成25年4月1日
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93 公益財団法人 東北自治研修所 宮城県 富谷市
成田2-22-1東北自治総合研
修センター内

平成25年4月1日

94 公益財団法人 名取市文化振興財団 宮城県 名取市 増田字柳田520 平成25年4月1日

95 公益財団法人 翠生農学振興会 宮城県 仙台市 青葉区荒巻字青葉468-1 平成25年4月1日

96 公益社団法人
宮城県青果物価格安定相互補償
協会

宮城県 仙台市 若林区卸町5-1-8 平成25年4月1日

97 公益財団法人
宮城県伊豆沼・内沼環境保全財
団

宮城県 栗原市 若柳字上畑岡敷味17-2 平成25年4月1日

98 公益社団法人 宮城県芸術協会 宮城県 仙台市 青葉区二日町16-1 平成25年4月1日

99 公益財団法人 宮城県公害衛生検査センター 内閣府 仙台市 青葉区落合2-15-24 平成25年4月1日

100 公益社団法人 宮城県航空協会 宮城県 角田市 平貫字江合13-2 平成25年4月1日

101 公益社団法人 宮城県国際経済振興協会 宮城県 仙台市 青葉区本町3-8-1 平成25年4月1日

102 公益財団法人 宮城県視覚障害者福祉協会 宮城県 仙台市
宮城野区幸町4-6-2宮城県
障害者福祉センター内

平成25年4月1日

103 公益社団法人 宮城県獣医師会 宮城県 仙台市 宮城野区安養寺3-7-2 平成25年4月1日

104 公益社団法人 宮城県柔道整復師会 宮城県 仙台市 青葉区上杉2-9-8 平成25年4月1日

105 公益財団法人 宮城県消防協会 宮城県 仙台市
青葉区上杉1-2-3　宮城県
自治会館7階

平成25年4月1日

106 公益社団法人 宮城県食品衛生協会 宮城県 多賀城市
鶴ヶ谷1-4-1宮城県多賀城
分庁舎１F

平成25年4月1日

107 公益財団法人 宮城県水産振興協会 宮城県 七ヶ浜町 松ヶ浜字浜屋敷142-1 平成25年4月1日

108 公益財団法人 宮城県スポーツ協会 宮城県 利府町 菅谷字舘40-1 平成25年4月1日

109 公益財団法人
宮城県生活衛生営業指導セン
ター

宮城県 仙台市
青葉区上杉5-1-12後藤コー
ポ107

平成25年4月1日

110 公益社団法人 宮城県精神保健福祉協会 宮城県 大崎市 古川旭5-7-20 平成25年4月1日

111 公益社団法人 宮城県宅地建物取引業協会 宮城県 仙台市 青葉区国分町3－4－18 平成25年4月1日

112 公益社団法人 宮城県トラック協会 宮城県 仙台市 若林区卸町5-8-3 平成25年4月1日

113 公益財団法人 宮城県フェリー埠頭公社 宮城県 仙台市 宮城野区港3－7－1 平成25年4月1日

114 公益社団法人 みやぎ農業振興公社 宮城県 仙台市 青葉区堤通雨宮町4－17 平成25年4月1日

115 公益財団法人 みやぎ林業活性化基金 宮城県 仙台市 青葉区上杉2-4-46 平成25年4月1日

116 公益財団法人
未来の東北博覧会記念
国際交流基金

宮城県 仙台市 青葉区堤通雨宮町4-17 平成25年4月1日

117 公益社団法人 気仙沼法人会 宮城県 気仙沼市
八日町2-1-11気仙沼商工会
議所会館4階

平成25年4月1日

118 公益社団法人 宮城県栄養士会 宮城県 仙台市 青葉区上杉3-3-16 平成25年4月1日

119 公益社団法人 宮城県塩釜医師会 宮城県 塩竈市 錦町7-10 平成25年4月1日

120 公益社団法人 宮城県看護協会 宮城県 仙台市 青葉区八幡2-10-19 平成25年4月1日

121 公益財団法人 宮城県結核予防会 宮城県 仙台市 青葉区中山吉成2-3-1 平成25年4月1日

122 公益財団法人 宮城県対脳卒中協会 宮城県 仙台市
太白区長町南4-20-1広南病
院内

平成25年4月1日

123 公益財団法人 宮城県母子福祉連合会 宮城県 仙台市 宮城野区安養寺3-7-3 平成25年4月1日

124 公益社団法人 宮城県放射線技師会 宮城県 仙台市 宮城野区鶴ヶ谷3-4-15 平成25年4月1日

125 公益社団法人 栗原法人会 宮城県 栗原市
築館伊豆3-1-10　栗原コス
モビル2階

平成25年4月1日

126 公益社団法人 石巻市水産加工排水処理公社 宮城県 石巻市 魚町1-1-2 平成25年4月1日

127 公益社団法人 石巻法人会 宮城県 石巻市 開成1番地35 平成25年4月1日
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128 公益財団法人 仙台市救急医療事業団 宮城県 仙台市 若林区舟丁64-12 平成25年4月1日

129 公益財団法人 仙台市健康福祉事業団 宮城県 仙台市 青葉区花京院1-3-2 平成25年4月1日

130 公益財団法人 仙台市建設公社 宮城県 仙台市 青葉区国分町3-10-10 平成25年4月1日

131 公益社団法人 仙台市老人クラブ連合会 宮城県 仙台市
青葉区花京院1-3-2仙台市
シルバーセンター6階

平成25年4月1日

132 公益社団法人 仙台中法人会 宮城県 仙台市 青葉区一番町2-3-22 平成25年4月1日

133 公益社団法人 仙台南法人会 宮城県 仙台市
太白区大野田2-1-48レジデ
ンス王ノ壇202

平成25年4月1日

134 公益社団法人 仙台北法人会 宮城県 仙台市 青葉区一番町2-3-22 平成25年4月1日

135 公益社団法人 仙南法人会 宮城県 白石市 字中町11番地 平成25年4月1日

136 公益社団法人 登米法人会 宮城県 登米市
迫町佐沼字萩洗2-2-4佐沼
酒販会館2階

平成25年4月1日

137 公益社団法人
宮城県公共嘱託登記土地家屋調
査士協会

宮城県 仙台市 青葉区二日町18-3 平成25年7月1日

138 公益財団法人 日本化学研究会 内閣府 仙台市 太白区青山一丁目22-18 平成25年8月1日

139 公益財団法人 東北放送文化事業団 宮城県 仙台市 太白区八木山香澄町26-1 平成25年9月2日

140 公益財団法人 古川体育協会 宮城県 大崎市 古川旭4-5-2 平成25年11月7日

141 公益社団法人 とめ青年会議所 宮城県 登米市 迫町佐沼字中江5-8-11 平成26年1月6日

142 公益財団法人
音楽の力による復興センタ－・
東北

宮城県 仙台市 青葉区錦町1-3-9 平成26年4月1日

143 公益財団法人 川井数理科学財団 宮城県 仙台市
青葉区荒巻字青葉6-3　東
北大学理学部内

平成26年4月1日

144 公益財団法人 菅野美術館 宮城県 塩竈市 玉川3-4-15 平成26年4月1日

145 公益財団法人 気仙沼育英会 宮城県 気仙沼市 八日町2-1-11 平成26年4月1日

146 公益財団法人 仙台YMCA 宮城県 仙台市 青葉区立町9-7 平成26年4月1日

147 公益財団法人 仙台微生物研究所 宮城県 仙台市 青葉区南吉成6-6-6 平成26年4月1日

148 公益社団法人 仙台ユネスコ協会 宮城県 仙台市 青葉区国分町3-1-1 平成26年4月1日

149 公益社団法人 宮城県私学退職金社団 宮城県 仙台市 宮城野区榴岡4-１-5 平成26年4月1日

150 公益財団法人 宮城県腎臓協会 宮城県 多賀城市 鶴ヶ谷1-4-1 平成26年4月1日

151 公益社団法人 宮城県医師会 宮城県 仙台市 青葉区大手町1-5 平成26年4月1日

152 公益財団法人 宮城県老人クラブ連合会 宮城県 仙台市
青葉区上杉1-2-3宮城県自
治会館3階宮城県社会福祉
協議会内

平成26年4月1日

153 公益社団法人 宮城県鍼灸師会 宮城県 仙台市 青葉区栗生4-15-10 平成26年4月1日

154 公益財団法人 登米渡辺奨学会 宮城県 登米市 登米町大字日根牛五郎峯86 平成26年4月1日

155 公益財団法人 東北大学アイバンク 宮城県 仙台市
青葉区星陵町1-1東北大学
病院眼科医局内

平成26年4月1日

156 公益財団法人 地域創造基金さなぶり 内閣府 仙台市
青葉区大町1-2-23桜大町ビ
ル602

平成26年7月1日

157 公益社団法人
定禅寺ストリートジャズフェス
ティバル協会

宮城県 仙台市
青葉区国分町3-8-3新産業
ビル304

平成27年3月1日

158 公益社団法人 ３．１１みらいサポート 内閣府 石巻市 門脇町五丁目1番1号 平成28年6月1日

159 公益財団法人 日本こども教育財団 内閣府 仙台市 青葉区国分町1-6-18 平成28年4月26日

160 公益財団法人 杜の邦育英会 宮城県 仙台市 青葉区一番町4-6-1 平成28年7月1日

161 公益社団法人 東北障がい者芸術支援機構 内閣府 仙台市 青葉区国分町一丁目7-18 平成29年3月23日

162 公益社団法人 こどもみらい研究所 宮城県 石巻市 双葉町8-17 平成28年7月1日
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163 公益社団法人 大和町シルバー人材センター 宮城県 大和町 吉岡字町裏16 平成30年4月1日

164 公益財団法人
マークスホールディングス育英
会

内閣府 仙台市 若林区卸町2-15-2 平成30年6月28日

165 公益財団法人
ドナルド・マクドナルド・ハウ
ス・チャリティーズ・ジャパン

内閣府 東京都
新宿区西新宿6-5-1　新宿
アイランドタワー

平成30年7月20日

166 公益社団法人 仙台市薬剤師会 宮城県 仙台市 青葉区落合2-15-26 令和3年4月1日

167 公益財団法人 サトー育英財団 宮城県 仙台市
宮城野区扇町５丁目４番２
１号

令和4年8月1日

168 公益財団法人 オイスカ 内閣府 東京都 杉並区和泉2-17-5 令和3年5月25日

169 公益財団法人
メイク・ア・ウィッシュオブ
ジャパン

内閣府 東京都
千代田区一番町10-10相模
屋第三ビル3階

令和3年9月24日

※宮城県監督担当課は私学・公益法人課

 

【学校法人】 …　所得税法施行令第217条第４号
令和４年12月31日現在

No. 区　分 法　人　名 所 管 証明年月日

大　学 文科省

短　大 文科省

1 高校・支援 聖ドミニコ学院 宮城県 仙台市 青葉区角五郎2-2-14 令和元年7月2日

2 高校・支援 萠愛学園 宮城県 七ケ宿町 字矢立平4-5
令和元年11月27日
（証明期間は，令和元年12月10日～令和6年
12月9日）

3 高校・支援 仙台育英学園 宮城県 仙台市 宮城野区宮城野2-4-1
令和3年4月1日
（証明期間は，令和3年4月1日～令和8年3月
31日）

4 高校・支援 古川学園 宮城県 大崎市 古川中里6-2-8 平成29年2月9日

5 高校・支援 聖ウルスラ学院 宮城県 仙台市 若林区一本杉町1-2
平成30年2月9日
（証明期間は，平成30年2月1日～令和5年1
月31日）

6 高校・支援 南光学園 宮城県 仙台市 青葉区小松島4-3-1
平成30年3月20日
（証明期間は，平成30年3月28日～令和5年3
月27日）

7 小学校 宮城明泉学園 宮城県 仙台市 泉区上谷刈4-1-1
令和2年6月9日
（証明期間は，令和2年10月16日～令和7年
10月15日）

8 幼稚園 東北カトリック学園 宮城県 仙台市 青葉区本町1-2-12 平成30年6月28日

9 幼稚園 若草学園 宮城県 仙台市 青葉区北根黒松16-1 平成30年8月2日

10 幼稚園 西多賀学園 宮城県 仙台市 太白区金剛沢一丁目5-35 令和3年7月20日

11 幼稚園・専修 曽根学園 宮城県 仙台市 青葉区木町通2-3-39 令和元年8月28日

12 専修・各種 健生学園 宮城県 仙台市 太白区中田4-4-35 令和2年3月4日

13 専修・各種 赤門学院 宮城県 仙台市 青葉区川内川前丁61 令和4年3月15日

（注）有効期間は証明の日から５年間 ※宮城県関係課は私学・公益法人課

【更生保護法人】　…　所得税法施行令第217条第６号
令和４年12月31日現在

No. 所 管 証明年月日

1 法務省 仙台市 青葉区片平1-3-1 令和2年3月9日

2 法務省 仙台市 青葉区片平１丁目３番１号 令和4年2月7日

（注）有効期間は証明の日から５年間

主たる事務所の所在地

法　人　名

東北地方更生保護協会

宮城県更生保護協会

主たる事務所の所在地

控除対象かどうかは寄附先の学校法人にご確認ください。
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【認定特定非営利活動法人】　…　租税特別措置法第41条の18の2
令和４年12月31日現在

No. 所 管 認定年月日

1 宮城県 仙台市 太白区郡山8-2-28 平成28年3月25日（令和3年3月25日更新）

2 仙台市 仙台市 青葉区旭ヶ丘3-20-16 令和2年3月26日

3 宮城県 名取市 名取が丘3-7-10 平成26年7月10日（令和元年7月10日更新）

4 仙台市 仙台市
青葉区本町3-5-22宮城県管
工事会館9階

平成30年3月25日

5 宮城県 利府町 沢乙字欠下東18-2 平成25年7月19日（平成30年7月19日更新）

6 仙台市 仙台市
宮城野区榴岡3-11-6コーポ
ラス島田B－6

平成31年1月22日

7 仙台市 仙台市
宮城野区榴岡1-7-15サニー
ビル1002号

平成31年1月23日

8 仙台市 仙台市 宮城野区日の出町2-5-4 令和元年8月26日

9 仙台市 仙台市 泉区南中山2-12-3 令和元年12月22日

10 仙台市 仙台市
青葉区国分町3-8-17日東ハ
イツ405

令和元年12月25日

11 仙台市 仙台市 若林区遠見塚1-5-35 令和3年2月3日

12 仙台市 仙台市 宮城野区榴岡1-6-3-602 令和3年2月4日

13 仙台市 仙台市 太白区茂庭台2-16-9-1 令和4年2月17日

14 仙台市 仙台市 青葉区中山4丁目1-32 令和4年3月10日

15 宮城県 名取市 大手町五丁目6-1 平成27年3月31日（令和2年3月31日更新）

16 宮城県 気仙沼市 南が丘2丁目2番地12 平成28年7月27日（令和3年7月27日更新）

17 宮城県 富谷市 ひより台二丁目11番地3 平成29年5月24日（令和4年5月24日更新）

18 仙台市 仙台市 宮城野区松岡町17-1 平成30年2月1日

19 仙台市 仙台市
青葉区本町2-10-33第二日
本オフィスビル8階

平成30年8月15日

20 仙台市 仙台市
青葉区春日町6-1白鳥ビル
213

平成30年9月14日

21 仙台市 仙台市
青葉区柏木1丁目2-40ブラ
イトシティ柏木702号室

令和元年8月1日

22 仙台市 仙台市
若林区六丁の目南町2番39
号

令和元年9月2日

23 仙台市 仙台市 青葉区春日町7-19-6階 令和元年12月13日

24 宮城県 石巻市 蛇田字西道下71番地 令和2年3月30日

25 仙台市 仙台市
宮城野区原町5丁目5番35号
熊谷ビル205

令和2年7月16日

26 宮城県 石巻市 鹿妻南2丁目1番7号 令和3年6月4日

27 宮城県 気仙沼市 長磯前林55番地3 令和3年7月5日

28 宮城県 名取市 大手町五丁目6-1 令和4年3月30日

29 仙台市 仙台市 青葉区春日町9-15-505 令和4年2月14日

※宮城県関係課は共同参画社会推進課

【特例認定特定非営利活動法人】　…　租税特別措置法第41条の18の２

令和４年12月31日現在，該当はありません。

【認定特定公益信託】　…　所得税法第78条第３項

控除対象となるかどうかは寄附先にご確認ください。

つながりデザインセンター

　　（注）有効期間は認定の日から５年間
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冒険あそび場－せんだい・みやぎネット
ワーク

杜の伝言板ゆるる

ばざーる太白社会事業センター

仙台シニアネットクラブ

麦の会

ハーベスト

ミューズの夢

消費者市民ネットとうほく

日本病巣疾患研究会

地星社

底上げ

防災・減災サポートセンター

ＪＥＴＯ（ジェット）みやぎ

グループゆう

ロージーベル

スペシャルオリンピックス日本・宮城

法　人　名

みやぎ発達障害サポートネット

ハートフル福祉募金

主たる事務所の所在地

あかねグループ

アフタースクールぱるけ

Ｓｗｉｔｃｈ

子どもの村東北
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【社会福祉法人】 …　所得税法施行令第217条第５号
令和４年12月31日現在

No. 法　人　名 所 管

1 　愛耕会 宮城県 利府町 中央2-5-1

2 　愛光福祉会 仙台市 仙台市 太白区長町4-7-15

3 　愛子福祉会 仙台市 仙台市 宮城野区安養寺2-1-2

4 　みらい 宮城県 大崎市 鹿島台広長字内ノ浦143-1

5 　愛泉会 仙台市 仙台市 泉区泉中央南15

6 　愛の郷 名取市 名取市 愛島小豆島字山ノ前49-2

7 　あおぞら 仙台市 仙台市 若林区石名坂70

8 　青葉福祉会 仙台市 仙台市 青葉区宮町1-4-47

9 　まりやの郷 栗原市 栗原市 金成沢辺字南189-1

10 　あけの星会 角田市 角田市 横倉字丸山1

11 　旭が丘学園 気仙沼市 気仙沼市 舘山2-2-32

12 　あしたば福祉会 塩竈市 塩竈市 今宮町10-20

13 　あすなろ 登米市 登米市 迫町佐沼字錦132-2

14 　あゆみ会 宮城県 塩竈市 花立町1-16

15 　ありのまま舎 仙台市 仙台市 太白区西多賀4-19-1

16 　石巻祥心会 石巻市 石巻市 門脇字元捨喰5-1

17 　一寿会 仙台市 仙台市 泉区住吉台西2-7-6

18 　銀杏の会 仙台市 仙台市 太白区中田4丁目1-3-1

19 　一視同仁会 宮城県 石巻市 鹿又字八幡前15

20 　一歩一歩福祉会 仙台市 仙台市 青葉区錦ケ丘9-29-59

21 　まほろば 宮城県 大和町 吉岡まほろば2-2-4

22 　岩沼福祉会 岩沼市 岩沼市 桜2-3-2

23 　ウィンズライフ 大崎市 大崎市 古川稲葉2-4-22

24 　うえるかむ 仙台市 仙台市 太白区鈎取4-14-15

25 　ライフの学校 仙台市 仙台市 若林区上飯田字天神1-1

26 　ウェルフェア仙台 宮城県 丸森町 舘矢間松掛字宮田67

27 　鶯会 気仙沼市 気仙沼市 栄町2-11

28 　栄世会 白石市 白石市 銚子ヶ森26-1

29 　永楽会 宮城県 大和町 吉岡字中町32-2

30 　円周福祉会 仙台市 仙台市 宮城野区出花1-279

31 　桜友会 登米市 登米市 中田町上沼字新寺山下59-6

32 　大石ケ原会 仙台市 仙台市 青葉区南吉成6-6-8

33 　大泉会 宮城県 蔵王町 宮字下別当72

34 　大崎誠心会 宮城県 大崎市 古川小野字嵐山1-10

35 　大崎つかのめ福祉会 大崎市 大崎市 古川塚目屋敷32-1

36 　大崎福祉会 大崎市 大崎市 古川下中目字赤山廻51

37 　おおさきさくら福祉会 大崎市 大崎市 田尻字町浦22

38 　おひさまと月の里 多賀城市 多賀城市 新田字下207

39 　臥牛三敬会 宮城県 角田市 佐倉字町裏一番63

40 　鶴寿会 宮城県 川崎町 大字川内字芋ノ窪16-3

41 　家庭福祉会 仙台市 仙台市 宮城野区二の森14-3

42 　カトリック児童福祉会 仙台市 仙台市 宮城野区鶴ヶ谷2-1-13

43 　鼎会 仙台市 仙台市 泉区桂3-19-6

44 　柏木福祉会 仙台市 仙台市 青葉区柏木1-1-36

45 　加美玉造福祉会 宮城県 加美町 菜切谷字原16-54

46 　紀心会 宮城県 山元町 山寺字堤山8-3

47 　希望園 仙台市 仙台市 宮城野区鶴ケ谷5-17-1

48 　輝宝福祉会 石巻市 石巻市 蛇田字沖13

49 　木這子 仙台市 仙台市 青葉区片平2-1-2

50 　共生の森 宮城県 涌谷町 涌谷字築道西1-2

51 　共生福祉会 仙台市 仙台市 太白区袋原5-12-1

52 　共和会 仙台市 仙台市 青葉区大倉字大原新田26-12

53 　旭壽会 石巻市 石巻市 北村字幕ケ崎一17-2

54 　旭浦会 宮城県 南三陸町 入谷字童子下159-2

主たる事務所の所在地
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令和４年12月31日現在

55 　キングス・ガーデン宮城 気仙沼市 気仙沼市 岩月星谷64-3

56 　国見会 仙台市 仙台市 青葉区国見6-39-1

57 　茱の木 登米市 登米市 中田町石森字西田南128-1

58 　栗駒峰寿会 栗原市 栗原市 栗駒岩ケ崎三島255

59 　栗原秀峰会 栗原市 栗原市 金成梨崎道ノ上7-1

60 　クレッシェンド 宮城県 大崎市 古川小稲葉町11-12

61 　恵萩会 宮城県 角田市 島田字御蔵林59

62 　恵泉会 登米市 登米市 迫町佐沼字江合3-16-2

63 　敬長福祉会 仙台市 仙台市 若林区遠見塚1-14-30

64 　慶和会 宮城県 東松島市 赤井字七反谷地73-2

65 　ＫＴＫ福祉会 栗原市 栗原市 栗駒岩ヶ崎下川原19

66 　憲心会 気仙沼市 気仙沼市 唐桑町只越346-17

67 　宏恵会 仙台市 仙台市 宮城野区鶴ヶ谷字京原79-1

68 　功寿会 宮城県 松島町 桜渡戸字中島14-1

69 　幸生会 仙台市 仙台市 青葉区栗生1-25-1

70 　康陽会 仙台市 仙台市 宮城野区清水沼3-7-8

71 　向陽会 宮城県 石巻市 北村字下田三42

72 　紅葉福祉会 多賀城市 多賀城市 伝上山3-10-25

73 　こーぷ福祉会 仙台市 仙台市 青葉区桜ケ丘2-20-1

74 　こごた福祉会 宮城県 美里町 駅東2-17-3

75 　五城福祉会 仙台市 仙台市 宮城野区五輪1-4-20

76 　ことぶき会 東松島市 東松島市 小野字中の関6-2

77 　さんりん福祉会 大崎市 大崎市 鳴子温泉字南原120-3

78 　しおかぜ福祉会 岩沼市 岩沼市 早股字五福田20

79 　自生会 仙台市 仙台市 青葉区芋沢字青野木581-1

80 　嶋福祉会 宮城県 塩竈市 杉の入4-3-17

81 　寿清会 大崎市 大崎市 古川清滝字笹森118-1

82 　春圃会 気仙沼市 気仙沼市 本吉町中島358-3

83 　庄慶会 仙台市 仙台市 青葉区五橋2-11-1

84 　白石ひまわり 白石市 白石市 福岡蔵本字薬師堂28-2

85 　白石陽光園 宮城県 白石市 福岡長袋字小倉山14-2

86 　新生会 気仙沼市 気仙沼市 本吉町道外186-1

87 　瑞鳳福祉会 仙台市 仙台市 青葉区霊屋下23-5

88 　すばる 宮城県 大河原町 金ケ瀬字白坂27

89 　星王会 白石市 白石市 大川町1ー8

90 　清山会 登米市 登米市 津山町柳津字黄牛新山窪125

91 　聖心会 大崎市 大崎市 岩出山下野目字南山179-1

92 　静和会 宮城県 山元町 高瀬字合戦原111-11

93 　千香会 気仙沼市 気仙沼市 東新城1-3-3

94 　仙慈会 仙台市 仙台市 若林区新寺3-8-5

95 　泉寿会 仙台市 仙台市 泉区上谷刈字丸山6-1

96 　善俊会 宮城県 大郷町 羽生字金井川94-1

97 　洗心会 宮城県 気仙沼市 田中前4-7-9

98 　仙台愛隣会 仙台市 仙台市 若林区元茶畑10-21

99 　仙台キリスト教育児院 仙台市 仙台市 青葉区小松島新堤7-1

100 　仙台市肢体不自由児者父母の会 仙台市 仙台市 青葉区吉成台2-12-24

101 　仙台市社会事業協会 仙台市 仙台市 青葉区葉山町8-1

102 　仙台市障害者福祉協会 仙台市 仙台市 青葉区五橋2-12-2福祉プラザ8階

103 　仙台市手をつなぐ育成会 仙台市 仙台市 青葉区五橋2-12-2福祉プラザ8階

104 　仙台市民生児童委員会 仙台市 仙台市 宮城野区新田東2-5-5

105 　仙台白百合会 仙台市 仙台市 泉区本田町20-15

106 　仙台つるがや福祉会 仙台市 仙台市 宮城野区鶴ケ谷5-22-1

107 　仙台はげみの会 仙台市 仙台市 青葉区立町18-3

108 　仙台ビーナス会 仙台市 仙台市 太白区四郎丸字大宮26-3

109 　千代福祉会 仙台市 仙台市 青葉区芋沢字畑前北62

110 　仙台福祉サービス協会 仙台市 仙台市 青葉区春日町11-15ヨロズビル3階

111 　仙台ＹＭＣＡ福祉会 仙台市 仙台市 青葉区立町9-7

112 　泉和会 仙台市 仙台市 泉区根白石字新坂上16-1
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令和４年12月31日現在

113 　大樹 仙台市 仙台市 青葉区新坂町6-11

114 　太陽 仙台市 仙台市 宮城野区岩切字稲荷24-1

115 　太陽の丘福祉会 仙台市 仙台市 泉区北中山4-26-18

116 　竹駒育成会 岩沼市 岩沼市 本町2-19

117 　田尻福祉会 大崎市 大崎市 田尻通木字中崎東24-2

118 　たちばな会 宮城県 大和町 吉岡字舘下38

119 　玉川保育園 塩竈市 塩竈市 大日向町5-5

120 　千賀の浦福祉会 宮城県 多賀城市 高橋4-24-1

121 　千葉福祉会 栗原市 栗原市 志波姫北郷大門85-2

122 　チャレンジドらいふ 宮城県 仙台市 泉区高森7-1-4

123 　つつじ会 石巻市 石巻市 蛇田字小斉61-1

124 　つどいの家 仙台市 仙台市 若林区上飯田1-17-58

125 　桃寿会 宮城県 蔵王町 大字曲竹字道路西8-10

126 　東北福祉会 厚労省 仙台市 青葉区国見ケ丘6-149-1

127 　常盤福祉会 宮城県 柴田町 大字船岡中央3-18-3

128 　富谷福祉会 宮城県 富谷市 明石台7-1-8

129 　登米福祉会 登米市 登米市 登米町寺池辺室山27

130 　なかつうみ会 気仙沼市 気仙沼市 下八瀬426-8

131 　なかよし会 石巻市 石巻市 中里3-10-7

132 　なのはな会 仙台市 仙台市 青葉区荒巻神明町2-10

133 　鳴子こども園 大崎市 大崎市 鳴子温泉字上鳴子19-1

134 　南郷福祉会 宮城県 美里町 木間塚字原田7

135 　虹の会 仙台市 仙台市 泉区虹の丘1-10-6

136 　日就会 宮城県 亘理町 逢隈鹿島字北鹿島406-1

137 　のぞみ 登米市 登米市 迫町北方字三方島西22-2

138 　萩の里 宮城県 塩竈市 月見ケ丘6-10

139 　白珠会 栗原市 栗原市 瀬峰根岸55-2

140 　柏松会 宮城県 村田町 大字足立字上ケ戸17-5

141 　迫川会 栗原市 栗原市 築館字下宮野館108

142 　伯和会 白石市 白石市 福岡蔵本字茶園62-1

143 　はらから福祉会 宮城県 柴田町 船岡中央1-2-23

144 　はるかぜ福祉会 宮城県 岩沼市 押分字水先5-6

145 　槃特会 登米市 登米市 米山町字桜岡貝待井34-1

146 　東松島福祉会 宮城県 東松島市 赤井字川前四番83

147 　光の子児童福祉会 宮城県 大河原町 大谷字末広50-2

148 　光の子福祉会 仙台市 仙台市 若林区卸町2-1-17

149 　ひろぶち 石巻市 石巻市 広渕字新泉沢351-1

150 　福寿会 宮城県 柴田町 大字本船迫字沢田39

151   ふくじゅの森 角田市 角田市 岡字駅前北1-1

152 　不忘会 白石市 白石市 福岡八宮字川原10-3

153 　ふれあいの里 宮城県 登米市 迫町新田対馬51-7

154 　ふれあいの森 仙台市 仙台市 太白区袋原5-17-33

155 　豊心会 大崎市 大崎市 古川宮内字西高畑47

156 　豊水会 気仙沼市 気仙沼市 赤岩水梨子97-55

157 　豊明会 栗原市 栗原市 若柳武鎗字藤貫沢85

158 　豊和会 宮城県 登米市 豊里町下沼田172-2

159 　北杜福祉会 仙台市 仙台市 太白区西多賀3-1-20

160 　牧羊会 登米市 登米市 東和町錦織字雷神山22-22

161 　ぽっけコミュニティネットワーク 仙台市 仙台市 太白区人来田2-2-1

162 　松の実福祉会 宮城県 松島町 根廻字上山王6-27

163 　笑優会 宮城県 富谷市 大清水1-9-8

164 　みずきの郷 仙台市 仙台市 青葉区上愛子字道上59-4

165 　みずほ 宮城県 名取市 下余田字鹿島86-5

166 　三矢会 宮城県 富谷市 上桜木2-1-9

167 　みのり会 名取市 名取市 上余田字千刈田528-1

168 　宮城愛育会 宮城県 大崎市 古川穂波3-4-38

169 　宮城県障がい者福祉協会 仙台市 仙台市 宮城野区幸町4-6-2

170 　宮城県福祉事業協会 仙台市 仙台市 太白区茂庭台2-15-20
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令和４年12月31日現在

171 　宮城厚生福祉会 仙台市 仙台市 宮城野区田子字富里153

172 　宮城福祉会 宮城県 名取市 手倉田字山208-1

173 　宮城緑風会 角田市 角田市 佐倉字上土浮2-2

174 　宮城ろうふく会 仙台市 仙台市 太白区秋保町長袋字清水久保51-4

175 　みんなの広場 仙台市 仙台市 青葉区国見1-17-17

176 　みんなの輪 宮城県 大衡村 大衡字鐙沢12番地54

177 　無量壽会 仙台市 仙台市 青葉区双葉ケ丘2-9-2

178 　明生会 大崎市 大崎市 古川穂波1-7-31

179 　芽吹 宮城県 蔵王町 遠刈田温泉字小妻坂79-8

180 　杜の里福祉会 仙台市 仙台市 若林区荒井東2-12-1

181 　杜の村 仙台市 仙台市 宮城野区岩切字東河原352-3

182 　八木山福祉会 仙台市 仙台市 太白区恵和町38-10

183 　やすらぎ会 東松島市 東松島市 野蒜ヶ丘3-27-1

184 　大和福壽会 塩竈市 塩竈市 字伊保石20-1

185 　やまとみらい福祉会 仙台市 仙台市 泉区上谷刈字向原3-30

186 　矢本愛育会 宮城県 東松島市 大塩字逆川22-55

187 　友徳会 宮城県 大衡村 大衡字大童7-20

188 　ゆうゆう舎 仙台市 仙台市 宮城野区西宮城野10-21

189 　ユニケア 宮城県 亘理町 逢隈十文字字宮前79-1

190 　夢みの里 石巻市 石巻市 門脇町1-2-21

191 　陽光福祉会 仙台市 仙台市 青葉区芋沢字横前1-1

192 　善き牧者会 仙台市 仙台市 宮城野区枡江1-2

193 　ライフケア赤井江 岩沼市 岩沼市 恵み野1-7-1

194 　ラ・サール会 仙台市 仙台市 宮城野区東仙台6-12-2

195 　栗桜会 宮城県 栗原市 築館字留場桜町36

196 　亮千会 多賀城市 多賀城市 大代1-4-3

197 　緑仙会 仙台市 仙台市 泉区七北田字大沢鳥谷ケ沢8-11

198 　ロザリオの聖母会 仙台市 仙台市 太白区茂庭台4-1-30

199 　涌谷みぎわ会 宮城県 涌谷町 字立町18-8

200 　和仁福祉会 石巻市 石巻市 山下町1-11-22

201 　わたげ福祉会 仙台市 仙台市 若林区遠見塚1-18-48

202 　わらしべ舎 仙台市 仙台市 太白区西多賀3-1-25

203 　わんぱく啓心会 大崎市 大崎市 古川沢田字新原際126-3

204 　宮城県社会福祉協議会 仙台市 仙台市 青葉区上杉1-2-3

205 　仙台市社会福祉協議会 仙台市 仙台市 青葉区五橋2-12-2福祉プラザ6階

206 　石巻市社会福祉協議会 石巻市 石巻市 穀町15-2

207 　塩竈市社会福祉協議会 塩竈市 塩竈市 北浜4-6-52

208 　気仙沼市社会福祉協議会 気仙沼市 気仙沼市 東新城2-1-2

209 　白石市社会福祉協議会 白石市 白石市 福岡蔵本字茶園62-1

210 　名取市社会福祉協議会 名取市 名取市 増田5-13-35

211 　角田市社会福祉協議会 角田市 角田市 角田字柳町35-1

212 　多賀城市社会福祉協議会 多賀城市 多賀城市 中央2-1-1

213 　岩沼市社会福祉協議会 岩沼市 岩沼市 里の杜3-4-15

214 　栗原市社会福祉協議会 栗原市 栗原市 築館薬師3-6-2

215 　登米市社会福祉協議会 登米市 登米市 迫町北方字大洞45-3

216 　東松島市社会福祉協議会 東松島市 東松島市 小松字上浮足252-3

217 　大崎市社会福祉協議会 大崎市 大崎市 古川三日町2-5-1

218 　蔵王町社会福祉協議会 宮城県 蔵王町 大字円田字十文字北3-1

219 　七ヶ宿町社会福祉協議会 宮城県 七ヶ宿町 字関184

220 　大河原町社会福祉協議会 宮城県 大河原町 字南69

221 　村田町社会福祉協議会 宮城県 村田町 大字村田字大槻下5

222 　柴田町社会福祉協議会 宮城県 柴田町 大字船岡字中島68

223 　川崎町社会福祉協議会 宮城県 川崎町 大字前川字北原23-1

224 　丸森町社会福祉協議会 宮城県 丸森町 字鳥屋55-1

225 　亘理町社会福祉協議会 宮城県 亘理町 旧舘60-7

226 　山元町社会福祉協議会 宮城県 山元町 浅生原字日向12番地1

227 　松島町社会福祉協議会 宮城県 松島町 根廻字上山王6-27

228 　七ヶ浜町社会福祉協議会 宮城県 七ヶ浜町 汐見台7-8-153
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229 　利府町社会福祉協議会 宮城県 利府町 中央2-11-1

230 　大和町社会福祉協議会 宮城県 大和町 吉岡字館下88

231 　大郷町社会福祉協議会 宮城県 大郷町 粕川字東長崎31-7

232 　富谷市社会福祉協議会 富谷市 富谷市 富谷西沢13

233 　大衡村社会福祉協議会 宮城県 大衡村 大衡字平林62

234 　加美町社会福祉協議会 宮城県 加美町 字町裏320

235 　色麻町社会福祉協議会 宮城県 色麻町 四竈字杉成27-2

236 　涌谷町社会福祉協議会 宮城県 涌谷町 涌谷字新下町浦192

237 　美里町社会福祉協議会 宮城県 美里町 駅東2-17-4

238 　女川町社会福祉協議会 宮城県 女川町 鷲神浜字堀切山107-17

239 　南三陸町社会福祉協議会 宮城県 南三陸町 志津川字沼田14-3

240 　仙台いのちの電話 仙台市 仙台市 日本郵便仙台北支店私書箱26号

241 　仙萩の杜 仙台市 仙台市 宮城野区日の出町1-5-30

242 　喬希会 宮城県 石巻市 大街道西2-7-47

243 　石巻ひまわり会 石巻市 石巻市 住吉町2-5-26

244 　中山福祉会 仙台市 仙台市 青葉区中山2-17-1

245 　未来福祉会 仙台市 仙台市 青葉区昭和町4-11

246 　瑞光会 登米市 登米市 迫町佐沼字南元丁99-2

247 　専称福祉会 登米市 登米市 登米町寺池目子待井393

248 　優愛会 大崎市 大崎市 古川福浦字道ノ上147-1

249 　グラディーレ 仙台市 仙台市 青葉区荒巻字青葉519-1162

250 　角田共育ち会 角田市 角田市 角田字牛舘59-1

251 　りんごの樹 登米市 登米市 迫町佐沼字中江1-7-1

252 　悠悠会 大崎市 大崎市 田尻字町52

253 　マザーズ福祉会 仙台市 仙台市 青葉区春日町5-25

254 　想伝舎 仙台市 仙台市 青葉区小松島4-17-22

255 　にじいろ会 仙台市 仙台市 若林区伊在3-9-4

256 　あおば厚生福祉会 仙台市 仙台市 太白区茂庭台2-15-25

257 　楽城会 宮城県 多賀城市 山王字山王三区58

258 　未来 登米市 登米市 迫町佐沼字萩洗1-2-4

259 　あいの実 仙台市 仙台市 泉区実沢字中山北100-2

260 　明日育福祉会 仙台市 仙台市 宮城野区鉄砲町中3-14

261 　仙台ぱれっと福祉会 仙台市 仙台市 宮城野区扇町5丁目3-38

262 　遊創の森 宮城県 涌谷町 涌谷字中江南222

263 　東北みらい樹 宮城県 亘理町 逢隈田沢字早川68-2

264 　涌谷修紅学舎 宮城県 涌谷町 字追廻町17

265 　山泉会 宮城県 蔵王町 宮字下別当72

※宮城県関係課は社会福祉課
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