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①所得税法第78条第２項第２号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金

No. 記号 電話番号

1 国立大学法人 茨城大学 茨城県 水戸市 文京2-1-1 029-228-8600

2 国立大学法人 筑波大学 茨城県 つくば市 天王台1-1-1 029-853-2111

3 国立大学法人 筑波技術大学 茨城県 つくば市 天久保4-3-15 029-852-2931

4 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 茨城県 つくば市 大穂1-1 029-864-1171

5 宗教法人 水雲山潮音寺 茨城県 潮来市 日の出４丁目７番地 0299-66-0623

6 宗教法人 皇祖皇太神宮 茨城県 北茨城市 磯原町磯原８３５番地 0293-42-0087

7 宗教法人 宝塔寺 茨城県 日立市 西成沢町二丁目１１番２号 0294-37-2617

②所得税法施行令第217条第１号に規定する独立行政法人に対する寄附金

No. 記号 電話番号

1 国立研究開発法人物質・材料研究機構 茨城県 つくば市 千現1-2-1 029-859-2000

2 国立研究開発法人防災科学技術研究所 茨城県 つくば市 天王台3-1 029-851-1611

3 独立行政法人 教職員支援機構 茨城県 つくば市 立原3 029-879-6613

4 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 茨城県 那珂郡東海村 舟石川７６５番地１ 029-282-1122

5 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 茨城県 つくば市 観音台3-1-1 029-838-8511

6 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター 茨城県 つくば市 大わし1-1 029-838-6313

7 国立研究開発法人森林研究・整備機構 茨城県 つくば市 松の里1 029-873-3211

8 国立研究開発法人土木研究所 茨城県 つくば市 南原1-6 029-879-6700

9 国立研究開発法人建築研究所 茨城県 つくば市 立原1 029-864-2151

10 国立研究開発法人国立環境研究所 茨城県 つくば市 小野川16-2 029-850-2314

③所得税法施行令第217条第１号の２に規定する地方独立行政法人に対する寄附金

No. 記号 電話番号

1 地方独立行政法人 茨城県西部医療機構 茨城県 筑西市 大塚５５５番地 0296-24-9111

④所得税法施行令第217条第２号に規定する法人に対する寄附金

No. 記号 電話番号

なし

法人名 主たる事務所の所在地

法人名 主たる事務所の所在地

H29.3.15～R2.3.14

H29.3.31～R2.3.30

H31.3.27～R4.3.26

法人名 主たる事務所の所在地

茨城県県税条例第25条の３第１項第３号の規定による個人県民税の寄附金税額控除の対象寄附金一覧　【令和３年度個人県民税分】

法人名 主たる事務所の所在地 指定期間
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⑤所得税法施行令第217条第３号に規定する公益社団法人又は公益財団法人に対する寄附金

No. 記号 電話番号

1 あ 公益社団法人 阿見町シルバー人材センター 茨城県 029-888-2036

2 い 公益社団法人 石岡地方広域シルバー人材センター 茨城県 0299-23-3399

3 い 公益社団法人 潮来市シルバー人材センター 茨城県 0299-63-1213

4 い 公益社団法人 稲敷市シルバー人材センター 茨城県 029-892-3323

5 い 公益社団法人 いはらき思春期保健協会 茨城県 029-305-7563

6 い 公益財団法人 茨城県アイバンク 茨城県 029-306-9390

7 い 公益社団法人 茨城県医薬品配置協会 茨城県 029-303-7420

8 い 公益社団法人 茨城県栄養士会 茨城県 0292-228-1089

9 い 公益財団法人 茨城カウンセリングセンター 茨城県 029-225-8580

10 い 公益財団法人 茨城県開発公社 茨城県 029-301-7000

11 い 公益社団法人 茨城県看護協会 茨城県 029-221-6900

12 い 公益財団法人 茨城県看護教育財団 茨城県 0296-33-1922

13 い 公益財団法人 茨城県学校給食会 茨城県 029-259-0011

14 い 公益財団法人 茨城県企業公社 茨城県 029-301-1133

15 い 公益社団法人 茨城県危険物安全協会連合会 茨城県 029-301-7878

16 い 公益財団法人 茨城県教育財団 茨城県 029-225-6587

17 い 公益社団法人 茨城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 茨城県 029-259-7402

18 い 公益財団法人 茨城県国際交流協会 茨城県 029-241-1611

19 い 公益財団法人 茨城県栽培漁業協会 茨城県 0299-83-3015

20 い 公益社団法人 茨城県作業療法士会 茨城県 029-302-7092

21 い 公益財団法人 茨城県サッカー協会 茨城県 029-228-6645

22 い 公益社団法人 茨城県歯科医師会 茨城県 029-252-2561

23 い 公益社団法人 茨城県歯科衛生士会 茨城県 029-253-5807

24 い 公益社団法人 茨城県歯科技工士会 茨城県 029-291-5100

25 い 公益社団法人 茨城県私学教育振興会 茨城県 029-226-1224

26 い 公益財団法人 茨城県市町村振興協会 茨城県 029-301-1241

27 い 公益財団法人 茨城県消防協会 茨城県 029-244-6561

28 い 公益社団法人 茨城県食品衛生協会 茨城県 029-241-9511

29 い 公益財団法人 茨城県私立幼稚園退職基金財団 茨城県 029-291-6297

30 い 公益社団法人 茨城県シルバー人材センター連合会 茨城県 029-244-4622

31 い 公益財団法人 茨城県信育英会 茨城県 029-231-2131

32 い 公益社団法人 茨城県鍼灸マッサージ師会 茨城県 029-244-4343

33 い 公益社団法人 茨城県診療放射線技師会 茨城県 029-243-6747

34 い 公益社団法人 茨城県獣医師会 茨城県 029-241-6242

35 い 公益社団法人 茨城県柔道整復師会 茨城県 029-247-8111

36 い 公益社団法人 茨城県水質保全協会 茨城県 029-291-4000

37 い 公益社団法人 茨城県青少年育成協会 茨城県 029-227-2747

38 い 公益財団法人 茨城県生活衛生営業指導センター 茨城県 029-225-6603

39 い 公益財団法人 茨城県総合健診協会 茨城県 029-241-0011

40 い 公益社団法人 茨城県測量・建設コンサルタント協会 茨城県 029-254-8200

41 い 公益財団法人 茨城県体育協会 茨城県 029-303-7222水戸市見和1丁目356番地の2

水戸市白梅二丁目２番３９号

水戸市吉沢町６５０番１

水戸市緑町一丁目１番１８号

水戸市三の丸一丁目5番38号

水戸市笠原町上組489番地の５

水戸市谷津町1番地23

水戸市見和一丁目356番地の2茨城県水戸生涯学習センター分館内

水戸市千波町１９１８番地

水戸市大町二丁目３番１２号

水戸市千波町1918番地

水戸市千波町1918番地

水戸市千波町1234番地20号

水戸市見和二丁目２９２番地

水戸市河和田２丁目１７１４－３

水戸市見和1丁目356番地の2

水戸市笠原町978番26茨城県市町村会館内

水戸市千波町１９１８番地（茨城県総合福祉会館内）

水戸市笠原町字中組６００番４４

水戸市大足町1078番地の1

水戸市千波町後川７４５番地

鹿嶋市大字平井2287番地

水戸市緑町三丁目５番３５号茨城県保健衛生会館内

水戸市泉町二丁目2番11号大谷ビル２階

水戸市見和ニ丁目２９２番地の１

水戸市緑町三丁目５番３５号

結城市大字結城1211番地7

水戸市鯉淵町字三ノ割2508番52

水戸市笠原町９７８番２５

水戸市笠原町９７８番２６茨城県市町村会館

水戸市見和一丁目356番地の2

水戸市笠原町993番地の17

水戸市笠原町４８９　(一財)茨城県メディカルセンター本館３階

水戸市けやき台一丁目23番地2

水戸市緑町三丁目5番35号

水戸市桜川二丁目2番35号

水戸市笠原町978番25

法人名 主たる事務所の所在地

稲敷郡阿見町大字阿見4671番地の1

石岡市茨城三丁目８番１４号

潮来市辻765番地潮来市農村高齢者センター内

稲敷市江戸崎甲４９０６番地
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No. 記号 電話番号

42 い 公益社団法人 茨城県宅地建物取引業協会 茨城県 029-225-5300

43 い 公益社団法人 茨城県地方自治研究センター 茨城県 029-224-0206

44 い 公益社団法人 茨城県畜産協会 茨城県 029-231-7501

45 い 公益財団法人 茨城県中小企業振興公社 茨城県 029-224-5317

46 い 公益社団法人 茨城県農林振興公社 茨城県 029-239-7131

47 い 公益財団法人 茨城県暴力追放推進センター 茨城県 029-228-0893

48 い 公益財団法人 茨城県防犯協会 茨城県 029-303-5260

49 い 公益社団法人 茨城県薬剤師会 茨城県 029-306-8934

50 い 公益社団法人 茨城県理学療法士会 茨城県 029-353-8474

51 い 公益社団法人 茨城県緑化推進機構 茨城県 029-303-2828

52 い 公益社団法人 茨城県林業協会 茨城県 029-225-5949

53 い 公益社団法人 茨城県臨床検査技師会 茨城県 029-244-4790

54 い 公益財団法人 茨城県老人クラブ連合会 茨城県 029-243-0081

55 い 公益社団法人 茨城原子力協議会 茨城県 029-282-3111

56 い 公益財団法人 茨城国際親善厚生財団 茨城県 0296-32-8288

57 い 公益財団法人 いばらき腎臓財団 茨城県 029-858-3775

58 い 公益財団法人 茨城新聞文化福祉事業団 茨城県 029-301-1833

59 い 公益財団法人 いばらき中小企業グローバル推進機構 茨城県 029-224-5317

60 い 公益社団法人 いばらき被害者支援センター 茨城県 029-232-2738

61 い 公益財団法人 いばらき文化振興財団 茨城県 029-305-0161

62 う 公益社団法人 牛久市シルバー人材センター 茨城県 029-871-1468

63 お 公益社団法人 大洗町シルバー人材センター 茨城県 029-264-8828

64 お 公益財団法人 大山守大場家保存協会 茨城県 0299-55-0025

65 か 公益社団法人 かすみがうら市シルバー人材センター 茨城県 029-898-3130

66 か 公益社団法人 笠間市シルバー人材センター 茨城県 0296-73-0373

67 か 公益財団法人 鹿島病院 茨城県 0299-82-1271

68 か 公益社団法人 鹿嶋市シルバー人材センター 茨城県 0299-83-5577

69 か 公益財団法人 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団 茨城県 0299-84-0777

70 か 公益社団法人 神栖市シルバー人材センター 茨城県 0299-92-7583

71 か 公益財団法人 神栖市文化・スポーツ振興公社 茨城県 0299-96-7700

72 き 公益社団法人 北茨城市シルバー人材センター 茨城県 0293-42-3262

73 げ 公益財団法人 げんでんふれあい茨城財団 茨城県 029-287-1251

74 こ 公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 茨城県 029-879-0471

75 こ 公益社団法人 古河市シルバー人材センター 茨城県 0280-92-7018

76 こ 公益社団法人 古河法人会 茨城県 0280-48-6123

77 こ 公益財団法人 国際科学振興財団 茨城県 029-860-3333

78 さ 公益社団法人 境町シルバー人材センター 茨城県 0280-86-5415

79 さ 公益社団法人 桜川市シルバー人材センター 茨城県 0296-58-7888

80 し 公益社団法人 下館青年会議所 茨城県 0296-25-0654

81 し 公益社団法人 下妻地方広域シルバー人材センター 茨城県 0296-44-3198

82 じ 公益財団法人 重要無形文化財結城紬技術保存会 茨城県 0296-32-1899

83 じ 公益社団法人 常総市シルバー人材センター 茨城県 0297-22-2588

84 じ 公益財団法人 常陽藝文センター 茨城県 029-231-6611

85 た 公益財団法人 タカノ農芸化学研究助成財団 茨城県 0299-58-4363

下妻市本城町三丁目１３番地

結城市大字結城1447番地結城市役所内

常総市水海道天満町2472番地

水戸市三の丸一丁目５番１８号

小美玉市野田１５４２番地

古河市北利根１０番地

古河市鴻巣１１８９番地の４

つくば市春日三丁目24番16

猿島郡境町大字山崎２５８６番地の１

桜川市羽田１０１９番地１

筑西市下岡崎一丁目１番地６

鹿嶋市大字宮中３２５番地１

神栖市溝口4991番地の5

神栖市溝口4991番地10

北茨城市磯原町本町二丁目４番地の１６

那珂郡東海村大字白方１番地の１

つくば市大穂１－１高エネルギー加速器研究機構内

東茨城郡大洗町港中央２３番地

行方市玉造甲４５３３番地３

かすみがうら市深谷３３８４番地１

笠間市石井７１７番地

鹿嶋市大字平井1129番地２

鹿嶋市大字平井1350番地の45

つくば市天久保二丁目１番地の１

水戸市笠原町978番25号　茨城県開発公社ビル

水戸市桜川二丁目２番３５号茨城県産業会館

水戸市柵町町一丁目3番1号　茨城県水戸合同庁舎6階

水戸市千波町東久保６９７番地

牛久市女化町859番地の3　牛久市総合福祉センター内

水戸市三の丸1丁目3番2号

水戸市三の丸一丁目3番2号

水戸市千波町1918番地の1

水戸市千波町１９１８番地茨城県総合福祉会館内

那珂郡東海村大字村松字館沼225番地の2

茨城県結城市大字結城10745番地24

水戸市桜川二丁目２番３５号茨城県産業会館

水戸市上国井町３１１８番地１

水戸市三の丸１丁目５番３８号

水戸市千波町１９１８番地（茨城県総合福祉会館内）

水戸市笠原町９７８番４７

水戸市緑町三丁目５番３５号

法人名 主たる事務所の所在地

水戸市金町三丁目１番３号

水戸市桜川二丁目3番30号

水戸市梅香一丁目2番56号
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No. 記号 電話番号

86 た 公益社団法人 高萩市シルバー人材センター 茨城県 0293-23-7911

87 ち 公益社団法人 筑西市シルバー人材センター 茨城県 0296-25-4181

88 つ 公益財団法人 つくば科学万博記念財団 茨城県 029-858-1100

89 つ 公益社団法人 つくば市シルバー人材センター 茨城県 029-879-5199

90 つ 公益財団法人 つくば文化振興財団 茨城県 029-856-7007

91 つ 公益社団法人 つくばみらい市シルバー人材センター 茨城県 0297-25-2102

92 つ 公益財団法人 筑波メディカルセンター 茨城県 029-851-3511

93 つ 公益社団法人 土浦市シルバー人材センター 茨城県 029-824-8281

94 と 公益社団法人 東海村シルバー人材センター 茨城県 029-282-3446

95 と 公益財団法人 東海村文化・スポーツ振興財団 茨城県 029-282-8511

96 つ 公益社団法人 土浦法人会 茨城県 029-822-5657

97 と 公益社団法人 取手市医師会 茨城県 0297-78-6111

98 と 公益財団法人 取手市健康福祉医療事業団 茨城県 0297-78-9100

99 と 公益社団法人 取手市シルバー人材センター 茨城県 0297-72-9288

100 と 公益財団法人 取手市文化事業団 茨城県 0297-73-3251

101 な 公益社団法人 行方市シルバー人材センター 茨城県 0299-80-6818

102 な 公益財団法人 中川育英会 茨城県 029-821-3611

103 な 公益財団法人 那珂川沿岸土地改良基金協会 茨城県 029-227-0311

104 な 公益社団法人 那珂市シルバー人材センター 茨城県 029-295-5741

105 な 公益財団法人 中田俊男記念財団 茨城県 0280-32-1111

106 に 公益財団法人 日動美術財団 茨城県 0296-72-2160

107 に 公益財団法人 ニッポンハム食の未来財団 茨城県 029-893-4466

108 に 公益社団法人 日本国民高等学校協会 茨城県 029-259-2002

109 に 公益社団法人 日本食品科学工学会 茨城県 029-838-8116

110 に 公益財団法人 日本中毒情報センター 茨城県 029-856-3566

111 に 公益社団法人
日本フィッシュ・ミール協会
（R2.6.6までの寄附に限る）

茨城県

112 の 公益財団法人 農民教育協会 茨城県 029-259-5116

113 は 公益財団法人 波山先生記念会 茨城県 筑西市甲８６６番地の１ 0296-25-3830

114 ば 公益社団法人 坂東市シルバー人材センター 茨城県 0297-35-4811

115 ひ 公益社団法人 常陸太田市シルバー人材センター 茨城県 0294-72-7700

116 ひ 公益財団法人 常陸大宮市振興財団 茨城県 0295-57-3325

117 ひ 公益財団法人 日立市公園協会 茨城県 0294-22-4737

118 ひ 公益社団法人 日立市シルバー人材センター 茨城県 0294-34-6018

119 ひ 公益財団法人 日立市体育協会 茨城県 0294-36-6661

120 ひ 公益財団法人 日立市民科学文化財団 茨城県 日立市幸町一丁目２１番１号 0294-24-7711

121 ひ 公益財団法人 日立地区産業支援センター 茨城県 0294-25-6121

122 ひ 公益社団法人 ひたちなか市シルバー人材センター 茨城県 029-273-4727

123 ひ 公益財団法人 ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社 茨城県 029-275-8888

124 ひ 公益財団法人 日立平和台霊園 茨城県 0294-34-5205

125 ひ 公益社団法人 日立法人会 茨城県 0294-24-2211

126 ひ 公益財団法人 日立メディカルセンター 茨城県 0294-33-5911

127 ひ 公益財団法人 広沢育英会 茨城県 029-869-2000

128 ひ 公益財団法人 広沢技術振興財団 茨城県 029-869-1671

日立市諏訪町字富士山下１０３０番地

日立市幸町一丁目２１番２号

日立市幸町一丁目17番1号

つくば市寺具１３９５番地の１

つくば市寺具1395番地の１

日立市宮田町五丁目２番２２号

日立市会瀬町四丁目９番１３号

日立市東成沢町二丁目１５番１号

日立市西成沢町二丁目２０番１号

ひたちなか市西大島三丁目16番1号

ひたちなか市青葉町１番１号

つくば市天久保一丁目１番地１

つくば市竹園１丁目３番８－２０２号
（→東京都中央区日本橋横山町3-13 日工薬会館ビル507）

水戸市鯉淵町５９６５番地

坂東市辺田４８番地

常陸太田市金井町3661番地の1

常陸大宮市山方660番地

那珂市菅谷３１９８番地

古河市下辺見1955番地

笠間市笠間９７８番地の４

つくば市千現2-1-6　つくば研究支援センター A24

水戸市内原町1496番地

つくば市観音台二丁目１番１２号

取手市野々井1926番地8

取手市寺田5139番地

取手市東一丁目1番5号

行方市麻生3140番地の1

土浦市真鍋１丁目１６番１１号

水戸市中河内町958番地の1

つくば市天久保一丁目３番地の１

土浦市東真鍋町２番５号

那珂郡東海村村松２０８３番地

那珂郡東海村大字船場768番地15

土浦市真鍋一丁目16番11号

取手市野々井字波中１９２６番地

高萩市春日町三丁目10番地

筑西市二木成１６２２番地３

つくば市吾妻二丁目９番地

つくば市筑穂一丁目１０番地４

つくば市竹園一丁目１０番地１

つくばみらい市古川1015番地1つくばみらい市保健福祉センター内

法人名 主たる事務所の所在地
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No. 記号 電話番号

129 ほ 公益財団法人 報恩会 茨城県 029-293-7155

130 ほ 公益財団法人 放射線計測協会 茨城県 029-282-5546

131 ほ 公益財団法人 鉾田市健康づくり財団 茨城県 0291-34-1211

132 ほ 公益社団法人 鉾田市シルバー人材センター 茨城県 0291-32-4448

133 ほ 公益財団法人 本田記念財団 茨城県 0299-57-2056

134 み 公益財団法人 みずほ農場教育財団 茨城県 常陸大宮市小祝１５３５番地 0295-52-3240

135 み 公益財団法人 水戸市芸術振興財団 茨城県 029-227-8111

136 み 公益財団法人 水戸市国際交流協会 茨城県 029-221-1800

137 み 公益社団法人 水戸市シルバー人材センター 茨城県 029-303-7272

138 み 公益財団法人 水戸市スポーツ振興協会 茨城県 029-243-0111

139 み 公益社団法人 水戸青年会議所 茨城県 029-221-6384

140 み 公益社団法人 水戸法人会 茨城県 029-227-1302

141 み 公益社団法人 美浦村シルバー人材センター 茨城県 029-886-0007

142 も 公益社団法人 守谷市シルバー人材センター 茨城県 0297-48-8591

143 や 公益財団法人 山新育英財団 茨城県 029-305-0002

144 ゆ 公益社団法人 結城市シルバー人材センター 茨城県 0296-33-0222

145 ゆ 公益財団法人 結城市文化・スポーツ振興事業団 茨城県 0296-34-0150

146 り 公益社団法人 龍ケ崎市シルバー人材センター 茨城県 0297-64-3641

147 り 公益財団法人 龍ケ崎市まちづくり・文化財団 茨城県 0297-62-2227

148 り 公益社団法人 緑山空海 茨城県 029-227-5569水戸市浜田町４１５番３

守谷市本町６２２番地の２

水戸市千波町２２９２番地

結城市大字結城３４４番地５

結城市国府町一丁目１番地１

龍ケ崎市馴馬町3202番地

龍ケ崎市板橋町４４０番地

水戸市備前町6番59号

水戸市大塚町１８６３番１６９

水戸市見川町2256番地

水戸市三の丸一丁目５番３８号

水戸市桜川二丁目２番３５号　茨城県産業会館１４階

稲敷郡美浦村間野341番地1

東茨城郡茨城町上石崎4698番地

那珂郡東海村大字白方字白根２番地の４

鉾田市当間２２０番地

鉾田市当間1989番地

小美玉市小川136番地12

水戸市五軒町一丁目６番８号

法人名 主たる事務所の所在地
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⑥所得税法施行令第217条第４号に規定する学校法人に対する寄附金

※　県内に主たる事務所を有する法人については，県内に従たる事務所を有する場合でも，「従たる事務所の所在地」欄の記載を省略していますので，「市町村内に従たる事務所を有する学校法人」を対象とする市町村においては，十分ご注意ください。

No. 記号 電話番号 電話番号 対象期間

1 あ 学校法人 愛育学園 茨城県 鹿嶋市 宮中7-10-7 0299-82-1907 認定こども園　鹿島幼稚園 R2.1.1～R2.12.31

2 あ 学校法人 愛恩幼稚園 茨城県 水戸市 南町3-4-44 029-221-5027 愛恩幼稚園 R2.1.1～R2.12.31

3 あ 学校法人 青丘 茨城県 石岡市 柿岡字寺田1604 0299-56-3266 青丘学院つくば高等学校 R2.1.1～R2.12.31

4 あ 学校法人 あさひ学園 茨城県 水戸市 渋井町２５４番地 029-231-5732 あさひ幼稚園 R2.1.1～R2.12.31

5 い 学校法人 茨城 茨城県 水戸市 八幡町16-1 029-221-4936 茨城高等学校 R2.1.1～R2.12.31

6 い 学校法人 茨城キリスト教学園 茨城県 日立市 大みか町6-11-1 0294-52-3215 茨城キリスト教大学 R2.1.1～R2.12.31

7 お 学校法人 温習塾 茨城県 つくば市 大字島名151 029-847-1611 つくば秀英高等学校 R2.1.1～R2.12.31

8 か 学校法人 開智学園 埼玉県 さいたま市 岩槻区大字徳力字西186番地 048-794-4321 茨城県 つくばみらい市 筒戸字諏訪3400番 0297-38-6000 開智望小学校 R2.1.1～R2.12.31

9 か 学校法人 鹿島学園 茨城県 鹿嶋市 田野辺141-9 0299-83-3211 鹿島学園高等学校 R2.11.24～R2.12.31

10 か 学校法人 霞ヶ浦高等学校 茨城県 稲敷郡阿見町 青宿50 029-887-4755 霞ヶ浦高等学校，霞ヶ浦高等学校附属中学校 R2.1.1～R2.7.29

11 く 学校法人 栗村学園 茨城県 水戸市 根本2-545 029-300-5777 水戸平成学園高等学校 R2.6.30～R2.12.31

12 さ 学校法人 桜水会 茨城県 つくば市 大角豆1806-3 029-858-7234 花室幼稚園 R2.1.1～R2.12.20

13 さ 学校法人 三育学院 千葉県 夷隅郡 大多喜町久我原1500 0470-84-0111 茨城県 日立市 留町1097-2 0294-52-2145 久慈川三育小学校 R2.1.1～R2.12.31

14 し 学校法人 シオン学院 茨城県 古河市 諸川1370-1 0280-76-3522 諸川めぐみ幼稚園 R2.1.1～R2.12.31

15 し 学校法人 志村学園 茨城県 常陸大宮市 下村田字堂山2304-4 0295-54-1422 茨城北西看護専門学校 R2.1.1～R2.12.31

16 し 学校法人 常総学院 茨城県 土浦市 中村西根1010 029-842-8771 常総学院 R2.1.1～R2.12.31

17 し 学校法人 少友学園 茨城県 水戸市 備前町5-36 029-221-0781 少友幼稚園 R2.1.1～R2.12.31

18 す 学校法人 水城高等学校 茨城県 水戸市 白梅２－１－４５ 029-247-6509 水城高等学校 R2.1.1～R2.12.31

19 せ 学校法人 聖愛学園 茨城県 行方市 山田3418－４ 0291-35-2550 認定こども園　のぞみ R2.1.1～R2.12.31

20 せ 学校法人 清真学園 茨城県 鹿嶋市 大字宮中字伏見4448-5 0299-83-1811 清真学園高等学校 R2.1.1～R2.12.31

21 せ 学校法人 聖泉学園 茨城県 潮来市 潮来266-1 0299-62-2437 認定こども園潮来こども園 R2.1.1～R2.12.31

22 た 学校法人 田中学園 茨城県 水戸市 新荘3-1-1 029-241-1573 水戸啓明高等学校，水戸葵陵高等学校 R2.1.1～R2.5.25

23 た 学校法人 大成学園 茨城県 水戸市 五軒町3-2-61 029-221-7291 茨城女子短期大学 R2.1.1～R2.12.31

24 つ 学校法人 土浦日本大学学園 茨城県 土浦市 小松ヶ丘町4-46 029-822-3386 土浦日本大学高等学校 R2.1.1～R2.12.31

25 つ 学校法人 TSUKUBA GLOBAL ACADEMY 茨城県 つくば市 上郷7846-1 029-886-5447 Tsukuba International School R2.1.1～R2.12.31

26 と 学校法人 東京医科大学 東京都 新宿区 新宿6-1-1 03-3351-6141 茨城県 稲敷郡阿見町 中央3-18-3 029-887-6141 東京医科大学霞ヶ浦看護専門学校 R2.1.1～R2.12.31

27 と 学校法人 東京聖徳学園 東京都 港区 三田3-4-28 047-365-1111 茨城県 取手市 山王1000 0297-83-8111 聖徳大学附属聖徳女子高等学校 R2.1.1～R2.12.31

28 と 学校法人 東洋大学 東京都 文京区 白山5-28-20 03-3945-7224 茨城県 牛久市 柏田町1360-2 029-872-0350 東洋大学附属牛久高等学校 R2.1.1～R2.12.31

29 と 学校法人 常磐大学 茨城県 水戸市 見和1-430-1 029-232-2759 常磐大学 R2.1.1～R2.12.31

30 な 学校法人 中山学院 茨城県 水戸市 赤塚1-1997 029-251-9203 認定こども園赤塚幼稚園 R2.1.1～R2.12.31

31 に 学校法人 日通学園 茨城県 龍ケ崎市 平畑120 0297-60-1153 流通経済大学 R2.1.1～R2.12.31

32 ひ 学校法人 広沢学園 茨城県 筑西市 茂田1858-9 0296-23-1220 つくば歯科衛生専門学校 R2.1.1～R2.12.31

33 み 学校法人 緑丘学園 茨城県 水戸市 見川町２５８２番地１５ 029-243-0840 水戸英宏中学校 R2.1.1～R2.12.31

34 り 学校法人 リリー文化学園 茨城県 水戸市 南町2-3-14 029-224-4820 認定こども園　プリンセスリリー R2.1.1～R2.9.23

法人名 主たる事務所の所在地 従たる事務所の所在地 主な事務所等の名称
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⑦所得税法施行令第217条第５号に規定する社会福祉法人に対する寄附金

※　県内に主たる事務所を有する法人については，県内に従たる事務所を有する場合でも，「従たる事務所の所在地」欄の記載を省略していますので，「市町村内に従たる事務所を有する社会福祉法人」を対象とする市町村においては，十分ご注意ください。

No. 記号 電話番号 電話番号 所轄庁

1 あ 社会福祉法人  愛育福祉会 茨城県 0299-23-6458 （保育所）泉ヶ丘こども園 市町村

2 あ 社会福祉法人  愛泉会 茨城県 0280-76-7111 （保育所）アリス保育園 市町村

3 あ 社会福祉法人  愛光会 茨城県 0280-48-6937 （特養）愛光園 茨城県

4 あ 社会福祉法人  愛孝会 茨城県 0293-23-4687 （認定こども園）松ヶ丘認定こども園 茨城県

5 あ 社会福祉法人  愛信会 茨城県 029-826-8888 （特養）静霞園 茨城県

6 あ 社会福祉法人  愛信会 茨城県 029-282-0644 （障害支援）幸の実園 茨城県

7 あ 社会福祉法人  愛親会 茨城県 029-892-2670 （保育所）江戸崎保育園 市町村

8 あ 社会福祉法人  愛正会 茨城県 0293-24-6322 （障害支援）愛正園 茨城県

9 あ 社会福祉法人  愛友園 茨城県 029-221-6157 （特養）愛友園 市町村

10 あ 社会福祉法人  愛友会 茨城県 029-288-2022 （認定こども園）みどりこども園 茨城県

11 あ 社会福祉法人  愛友福祉会 茨城県 029-285-4808 （保育所）なかや保育園 市町村

12 あ 社会福祉法人  愛和会 茨城県 0280-93-0234 （特養）愛和苑 市町村

13 あ 社会福祉法人  愛和福祉会 茨城県 0296-48-0804 （保育所）みどりが丘保育園 茨城県

14 あ 社会福祉法人  暁学園 茨城県 0296-37-6477 （保育所）暁保育園 市町村

15 あ 社会福祉法人  あかね会 茨城県 0293-24-8855 (軽費(ｹｱﾊｳｽ))マイホーム五浦 市町村

16 あ 社会福祉法人  亜紀会 茨城県 0280-32-7568 （保育所）あさひ保育園 市町村

17 あ 社会福祉法人  あけの会 茨城県 0296-20-5800 市町村

18 あ 社会福祉法人  明野保育園 茨城県 0296-52-0162 （保育所）明野保育園 市町村

19 あ 社会福祉法人  あさひ会 茨城県 0299-59-3787 （特養）グリーンヒル千代田 市町村

20 あ 社会福祉法人  朝日会 茨城県 0296-72-8131 （障害支援）愛の里 茨城県

21 あ 社会福祉法人  旭福祉会 茨城県 0299-45-2200 （認定こども園）めぐみこども園 市町村

22 あ 社会福祉法人  あすなろ会 茨城県 029-889-2138 （障害福祉サービス事業）ＡＭＩ福祉工場 茨城県

23 あ 社会福祉法人  阿見町社会福祉協議会 茨城県 029-887-0084 （社協事業） 茨城県

24 あ 社会福祉法人  安静保育園 茨城県 0296-48-2295 （保育所）安静保育園 茨城県

25 い 社会福祉法人  育心会 茨城県 0297-62-3309 （保育所）ながと夢保育園 市町村

26 い 社会福祉法人  育慈会 茨城県 029-886-3175 （保育所）ぐっどふれんど保育園 市町村

27 い 社会福祉法人  育実会 茨城県 029-229-8860 （障害福祉サービス事業）水戸どんぐりの家 市町村

28 い 社会福祉法人  育和会 茨城県 0280-81-1126 （認定こども園）境いずみ保育園 茨城県

29 い 社会福祉法人  石岡市社会福祉協議会 茨城県 0299-22-2411 （社協事業） 市町村

30 い 社会福祉法人  石下福祉会 茨城県 0297-43-8611 （特養）千代川さくら館 茨城県

31 い 社会福祉法人  潮来市社会福祉協議会 茨城県 0299-63-1296 （社協事業） 市町村

32 い 社会福祉法人  一行会 茨城県 029-846-1141 障がい者入所支援施設　一天 龍ケ崎 茨城県

33 い 社会福祉法人  一心会 茨城県 0299-82-6100 （保育所）月の輪保育園 市町村

34 い 社会福祉法人  稲敷市社会福祉協議会 茨城県 029-892-5711 （社協事業） 市町村

35 い 社会福祉法人  稲田福祉会 茨城県 029-863-0053 （保育所）吉沼保育園 市町村

36 い 社会福祉法人  いなほ会 茨城県 029-847-6185 （保育所）島名杉の子保育園 市町村

37 い 社会福祉法人  稲荷会 茨城県 0299-95-5810 （保育所）こばと保育園 市町村

38 い 社会福祉法人  茨城いのちの電話 茨城県 029-852-8505 （生活相談） 茨城県

39 い 社会福祉法人  茨城県社会福祉事業団 茨城県 029-259-9666 （障害支援（受））茨城県立あすなろの郷 茨城県

40 い 社会福祉法人  茨城県社会福祉協議会 茨城県 029-241-1133 （社協事業） 茨城県

41 い 社会福祉法人  茨城県共同募金会 茨城県 029-241-1037 （共募） 茨城県

42 い 社会福祉法人  茨城県視覚障害者協会 茨城県 029-221-0098 （視聴覚情報）県立点字図書館 茨城県

43 い 社会福祉法人  茨城県道心園 茨城県 029-821-2575 （児童養護）道心園東ホーム 市町村 土浦市並木3-18-5

 神栖市息栖3031-186

 茨城県筑波学園郵便局・私書箱60号

 水戸市杉崎町1460

 水戸市千波町1918

 水戸市千波町1918

 水戸市袴塚1-4-64

 潮来市辻765

 かすみがうら市宍倉6202番地12

 鹿嶋市下塙1366

 稲敷市江戸崎甲1992

 つくば市吉沼1110-1

 つくば市下河原崎4-208

 龍ケ崎市貝原塚町3072-4

 つくば市島名字中西2805-3

 水戸市田野町831-1

 猿島郡境町西泉田704-2

 石岡市大砂10527-6

 常総市馬場2245

 かすみがうら市上佐谷2008

 笠間市大橋1-12

 笠間市下郷4425-31

 稲敷郡阿見町福田84-3

 稲敷郡阿見町阿見4671－1

 結城郡八千代町蕗田728

 筑西市関本上1393-1

 北茨城市関本町関本中259-6

 古河市旭町2-9-39

 筑西市寺上野834-6 （障害福祉サービス事業）ふれあいの里中山園

 筑西市海老ヶ島1018-1

 高萩市下手綱1951-15

 水戸市緑町3-9-35

 東茨城郡城里町石塚字滝ノ上1233

 ひたちなか市佐和612-3

 古河市駒羽根320-1

 結城郡八千代町高崎1069-1

 古河市諸川768-1

 古河市新久田250-4

 高萩市石滝2470

 土浦市東若松町3379

 那珂郡東海村石神内宿1213

 稲敷市江戸崎乙1258

法人名 主たる事務所の所在地 従たる事務所の所在地 主な事務所等の名称

 石岡市石岡2-19-7
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44 い 社会福祉法人  茨城県母子寡婦福祉連合会 茨城県 029-221-7505 茨城県母子家庭等就業・自立支援センター 茨城県

45 い 社会福祉法人  茨城補成会 茨城県 029-293-7401 （児童養護）石崎学園 茨城県

46 い 社会福祉法人  茨城町社会福祉協議会 茨城県 029-292-7141 （社協事業） 茨城県

47 い 社会福祉法人  岩間保育園 茨城県 0299-45-2019 （保育所）岩間保育園 市町村

48 う 社会福祉法人  上の原学園 茨城県 0296-75-2509 （障害児入所）上の原学園 茨城県

49 う 社会福祉法人  うぇるさんて 茨城県 0291-39-7701 （特養）うぇるさんて大洋 市町村

50 う 社会福祉法人  潮福祉会 茨城県 029-263-5800 （保育所）柳沢保育園 市町村

51 う 社会福祉法人  牛久市社会福祉協議会 茨城県 029-871-1295 （社協事業） 市町村

52 う 社会福祉法人  美しの森 茨城県 029-840-4115 （障害支援）虹の里 茨城県

53 う 社会福祉法人  梅の里 茨城県 029-292-8228 （障害支援）あいの家 茨城県

54 え 社会福祉法人  栄寿会 茨城県 029-239-7326 （障害支援）若葉園 茨城県

55 え 社会福祉法人  永寿会 茨城県 0295-53-1191 （特養）ドルフィン 茨城県

56 え 社会福祉法人  永翔会 茨城県 0299-73-2340 （認定こども園）龍翔寺こども園 市町村

57 え 社会福祉法人  栄真会 茨城県 0297-61-7000 （特養）やまなみ園 茨城県

58 え 社会福祉法人  英伸会 茨城県 0297-45-3580 （特養）七福神 市町村

59 え 社会福祉法人  永峰会 茨城県 0280-22-7029 （保育所）古河浅井保育園 市町村

60 え 社会福祉法人  えがお 茨城県 029-879-8010 （保育所）牛久ひかり保育園 茨城県

61 え 社会福祉法人  エンゼル福祉会 埼玉県 048-987-0753 0297-82-7530 （特養）藤代なごみの郷 他県

62 え 社会福祉法人  江戸川豊生会 東京都 03-5659-4122 0299-64-6767 （特養）福楽園 他県

63 お 社会福祉法人  桜光会 茨城県 0297-66-4748 （保育所）ときわ保育園 市町村

64 お 社会福祉法人  桜水会 茨城県 029-875-5771 （特養）滝田 市町村

65 お 社会福祉法人  桜美会 茨城県 029-292-2084 （保育所）ひぬま保育園 茨城県

66 お 社会福祉法人  大洗町社会福祉協議会 茨城県 029-266-3021 （社協事業） 茨城県

67 お 社会福祉法人  大柏学園 茨城県 0297-48-1735 （保育所）わかばのもり保育園 市町村

68 お 社会福祉法人  オークス・ウェルフェア 茨城県 029-306-4165 （障害支援）オークスヴィレッヂ 茨城県

69 お 社会福祉法人  太田福祉会 茨城県 0299-22-4060 （保育所）国分台ふたば保育園 市町村

70 お 社会福祉法人  太田福祉会 茨城県 0479-46-1384 （保育所）太田保育園 市町村

71 お 社会福祉法人  大田福祉会 茨城県 0296-24-1308 （保育所）しろはと保育園 市町村

72 お 社会福祉法人  大生原福祉会 茨城県 0299-67-5620 （認定こども園）しらほ園 市町村

73 お 社会福祉法人  小川会 茨城県 029-243-1410 （保育所）ひばり保育園 市町村

74 お 社会福祉法人  小瀬福祉会 茨城県 0295-56-2500 （特養）おがわ 市町村

75 お 社会福祉法人  小美玉市社会福祉協議会 茨城県 0299-37-1551 （社協事業） 市町村

76 お 社会福祉法人  恩賜財団済生会 東京都 03-3454-3311 0297-61-1300 特別養護老人ホーム龍ケ岡 他県

77 か 社会福祉法人  霞桜会 茨城県 029-830-4755 （特養）もりの家 市町村

78 か 社会福祉法人  笠間市社会福祉協議会 茨城県 0296-77-0730 （社協事業） 市町村

79 か 社会福祉法人  鹿島育成園 茨城県 0299-82-6464 （障害児入所）鹿島育成園児童寮 茨城県

80 か 社会福祉法人  鹿島泉会 茨城県 0299-90-8686 （保育所）港ヶ丘保育園 茨城県

81 か 社会福祉法人  鹿島更生園 茨城県 0299-82-1278 （救護）鹿島更生園救護寮 市町村

82 か 社会福祉法人  鹿嶋市社会福祉協議会 茨城県 0299-82-2621 （社協事業） 市町村

83 か 社会福祉法人  かしわ学園 茨城県 0297-27-1419 （障害支援）かしわ学園 市町村

84 か 社会福祉法人  霞会 茨城県 0299-59-7778 （特養）ふるさと 市町村

85 か 社会福祉法人  かすみがうら市社会福祉協議会 茨城県 029-898-2527 （社協事業） 市町村

86 か 社会福祉法人  克仁会 茨城県 029-262-5566 （特養）恵苑 市町村

87 か 社会福祉法人  葛城福祉会 茨城県 029-856-1016 （保育所）かつらぎ保育園 市町村

88 か 社会福祉法人  かのう福祉会 茨城県 029-243-2439 （保育所）笠原保育園 市町村

89 か 社会福祉法人  神栖学園 茨城県 0479-46-2381 （保育所）まゆ保育園 市町村

 かすみがうら市新治1811-6

 かすみがうら市深谷3719-1

 ひたちなか市烏ヶ台11835-2

 つくば市西大橋457-2

 水戸市笠原町1827-3

 神栖市砂山1014-301

 笠間市美原3-2-11

 鹿嶋市国末1539-1

 鹿嶋市宮中厨台4526-5

 鹿嶋市大字平井1129-10

 鹿嶋市平井1350-45

 常総市坂手町1231-3

 水戸市平須町1824-22

 常陸大宮市上小瀬4425

 小美玉市上玉里1122

 港区三田1-4-28三田国際ビルヂング21階 茨城県龍ケ崎市中里1-1-17

 土浦市北荒川沖町8-1

 守谷市大柏835-1

 ひたちなか市佐和字橋内788-13

 石岡市北府中2-7-43

 神栖市太田402-13

 筑西市西方1644-7

 潮来市大生1106-4

 江戸川区臨海町1-4-4 茨城県潮来市上戸1921-1

 龍ケ崎市若柴町3039

 土浦市滝田1-6-3

 東茨城郡茨城町長岡3652-22

 東茨城郡大洗町港中央26-1

 北相馬郡利根町大字立木字下台909

 守谷市高野1755-1

 古河市中央町2-6-22

 牛久市遠山町478-1

 越谷市川柳町3-60-1 茨城県取手市椚木1342-2

 牛久市中央3-15-1

 稲敷郡美浦村受領字八枚957

 東茨城郡茨城町小幡北山2776-36

 水戸市上国井町3285-8

 常陸大宮市泉497-1

 行方市矢幡2027-6

 東茨城郡茨城町上石崎4698-2

 東茨城郡茨城町小堤1037－1

 笠間市下郷4134-2

 桜川市上野原地新田159-1

 鉾田市上幡木1512-4

 ひたちなか市柳沢454-3

法人名 主たる事務所の所在地 従たる事務所の所在地 主な事務所等の名称

 水戸市八幡11-52
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90 か 社会福祉法人  神栖啓愛園 茨城県 0299-96-1831 （障害支援）神栖啓愛園 市町村

91 か 社会福祉法人  神栖市社会福祉協議会 茨城県 0299-93-0294 （社協事業） 市町村

92 か 社会福祉法人  川島福祉会 茨城県 0296-28-0419 （認定こども園）川島こども園 市町村

93 か 社会福祉法人  川惣会 茨城県 0299-59-5290 （障害支援）しらうめ荘 市町村

94 か 社会福祉法人  河内厚生会 茨城県 0297-84-0311 （特養）あじさい苑 茨城県

95 か 社会福祉法人  河内町社会福祉協議会 茨城県 0297-84-2830 （社協事業） 茨城県

96 か 社会福祉法人  勘翁慈温会 茨城県 029-857-8666 （特養）つくばの杜 市町村

97 か 社会福祉法人  関東マリア会 茨城県 029-817-5111 （特養）グランヴィラ牛久 市町村

98 か 社会福祉法人  輝寿会 茨城県 0297-74-3335 （老健）はあとぴあ 茨城県

99 き 社会福祉法人  北茨城市社会福祉協議会 茨城県 0293-42-0782 （社協事業） 市町村

100 き 社会福祉法人  北利根福祉会 茨城県 0299-64-5082 （認定こども園）かすみ認定こども園 市町村

101 き 社会福祉法人  希望会 茨城県 0296-35-1330 （保育所）結城あすなろ保育園 市町村

102 き 社会福祉法人  共愛福祉会 茨城県 029-267-2461 （保育所）恵泉保育園 茨城県

103 き 社会福祉法人  共生社 茨城県 0280-48-0431 （障害支援）あじさい学園寮 茨城県

104 き 社会福祉法人  共生保育園 茨城県 0297-83-1569 （保育所）共生保育園 市町村

105 き 社会福祉法人  協陟会 茨城県 0296-57-1515 （認定こども園）ときわの杜 市町村

106 き 社会福祉法人  旭育会 茨城県 0291-37-0754 （保育所）旭保育園 市町村

107 き 社会福祉法人  桐葉福祉会 茨城県 0280-76-6939 （保育所）諸川保育園 市町村

108 き 社会福祉法人  欣水会 茨城県 029-826-1110 （特養）滝の園 茨城県

109 く 社会福祉法人  久遠会 茨城県 0299-36-8071 （特養）ほのか 市町村

110 く 社会福祉法人  くすのき会 茨城県 029-274-7767 （保育所）勝田あすなろ保育園 市町村

111 く 社会福祉法人  くれよん 茨城県 029-247-9040 （障害福祉サービス事業）くれよん工房 市町村

112 け 社会福祉法人  恵愛会 茨城県 029-867-1161 （特養）筑波園 市町村

113 け 社会福祉法人  圭愛会 茨城県 0294-85-8022 （保育所）まゆみの里保育園 市町村

114 け 社会福祉法人  慶育会 茨城県 0296-22-4211 （児童養護）茨城育成園 市町村

115 け 社会福祉法人  敬山会 茨城県 0299-26-8808 （障害支援）たまりメリーホーム 市町村

116 け 社会福祉法人  恵心福祉会 茨城県 029-272-3814 （保育所）前渡ふたば保育園 市町村

117 け 社会福祉法人  惠生会 茨城県 0296-45-0081 （児童養護）自生園 市町村

118 け 社会福祉法人  銈光会 茨城県 029-891-6520 （特養）リヴァージュ 茨城県

119 け 社会福祉法人  敬朋福祉会 茨城県 029-263-5321 （保育所）堀川保育園 市町村

120 け 社会福祉法人  桂雄会 茨城県 029-273-4165 （特養）はまぎくの里 市町村

121 け 社会福祉法人  慶陽会 茨城県 0293-42-0737 （保育所）磯原保育園 市町村

122 け 社会福祉法人  恵陽会 茨城県 0296-48-0173 （保育所）中結城保育園 茨城県

123 け 社会福祉法人  恵和会 茨城県 029-887-9833 （障害支援）恵和社会復帰センター 茨城県

124 け 社会福祉法人  敬和会 茨城県 0296-20-6511 （特養）ひだまりの家やまと 市町村

125 け 社会福祉法人  恵和会 茨城県 029-252-2583 （保育所）見和めぐみ保育園 市町村

126 け 社会福祉法人  欅会 茨城県 0299-27-5501 （特養）のぞみ 市町村

127 け 社会福祉法人  健伸会 茨城県 0297-85-5011 （保育所）なないろ保育園 市町村

128 け 社会福祉法人  見真福祉会 茨城県 0294-22-7133 （保育所）滑川聖徳保育園 市町村

129 け 社会福祉法人  健誠会 茨城県 029-877-0203 （特養）シニアガーデン 茨城県

130 け 社会福祉法人  県西会 茨城県 0296-76-2021 （特養）さつき荘 市町村

131 け 社会福祉法人  絹西児童福祉会 茨城県 0297-27-2177 （保育所）絹西保育園 市町村

132 け 社会福祉法人  県西せいかん荘 茨城県 0296-57-6531 （特養）県西せいかん荘 市町村

133 け 社会福祉法人  研佑会 茨城県 0297-44-5671 （特養）里の音 市町村

134 け 社会福祉法人  健仁会 千葉県 04-7099-5611 0297-60-4166 （特養）千の風・河内 他県

135 こ 社会福祉法人  鴻恩会 茨城県 0479-40-2171 障害者地域支援センター　潮風の郷 市町村

 千葉県鴨川市天津3466 茨城県稲敷郡河内町生板4627

 神栖市矢田部5258

 日立市滑川本町1-15-6

 つくば市大曽根3690

 桜川市亀岡992

 常総市坂手町1060

 筑西市蓬田241

 常総市豊岡町丙685

 結城郡八千代町佐野1455

 稲敷郡阿見町若栗2585-1

 桜川市大国玉4514-2

 水戸市見和2-198-5

 石岡市大砂10527-6

 龍ケ崎市長沖町552

 ひたちなか市馬渡674-2

 下妻市江1882

 稲敷郡美浦村舟子字横田3143-1

 ひたちなか市八幡町5-14

 ひたちなか市中根952-1

 北茨城市磯原町磯原798

 ひたちなか市武田901-2

 水戸市元吉田町1873-8

 つくば市北条1180

 日立市塙山町1丁目153番地

 筑西市茂田1740

 小美玉市上玉里50-124

 取手市椚木219

 筑西市横塚795

 鉾田市上釜934-64

 古河市諸川1779-3

 土浦市宍塚1935

 小美玉市中台145-4

 取手市井野253

 北茨城市磯原町本町2-4-16

 潮来市牛堀709

 結城市上山川202

 東茨城郡大洗町大貫町1212-72

 古河市鴻巣1179

 筑西市女方46-2

 かすみがうら市中志筑2409-1

 稲敷郡河内町生板横間8907

 稲敷郡河内町生板9593-1

 つくば市吉瀬1017-1

 牛久市猪子町892-2

法人名 主たる事務所の所在地 従たる事務所の所在地 主な事務所等の名称

 神栖市知手3653-１

 神栖市溝口1746-1
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136 こ 社会福祉法人  浩喜会 茨城県 029-264-7310 （特養）うみべの家 茨城県

137 こ 社会福祉法人  幸恵会 茨城県 0296-23-1880 （特養）中舘園 市町村

138 こ 社会福祉法人  廣山会 茨城県 0299-59-5611 （特養）プルミエールひたち野 市町村

139 こ 社会福祉法人  幸樹会 茨城県 029-869-7490 （保育所）にじいろ保育園 茨城県

140 こ 社会福祉法人  公重会 茨城県 029-243-6008  （特養）ヴィレッジかさま 茨城県

141 こ 社会福祉法人  恒勝会 茨城県 029-224-5855 （特養）ライフピア青柳 市町村

142 こ 社会福祉法人  香寿会 茨城県 0297-70-2711 （特養）さらの杜 市町村

143 こ 社会福祉法人  広仁会 茨城県 0296-25-6886 （特養）敬心苑 市町村

144 こ 社会福祉法人  広聖会 茨城県 0296-21-1234 （認定こども園）ヒロサワ・シティこども園 市町村

145 こ 社会福祉法人  恒徳会 茨城県 0296-57-5125 （障害支援）すみれ園 茨城県

146 こ 社会福祉法人  光風会 茨城県 029-243-8595 （障害支援）地域活動センター「光(ＫＯＯ)」 茨城県

147 こ 社会福祉法人  高福会 茨城県 029-240-3155 （特養）森の家ひらす 市町村

148 こ 社会福祉法人  光明福祉会 茨城県 0479-44-1919 （保育所）波崎ひかり保育園 市町村

149 こ 社会福祉法人  光明福祉会 茨城県 0296-48-0668 （保育所）八千代保育園 茨城県

150 こ 社会福祉法人  康明会 茨城県 0296-30-6191 （特養）加養の里 市町村

151 こ 社会福祉法人  孝友会 茨城県 029-285-9288 （特養）サンフラワーひたちなか 茨城県

152 こ 社会福祉法人  向陽会 茨城県 029-838-0432 （保育所）ひまわり保育園 市町村

153 こ 社会福祉法人  光林福祉会 茨城県 0299-22-3708 （保育所）ひかり保育園 市町村

154 こ 社会福祉法人  康和会 茨城県 029-273-4530 （保育所）勝田すみれ保育園 市町村

155 こ 社会福祉法人  好和福祉会 茨城県 029-247-8144 （保育所）すみよし保育園 市町村

156 こ 社会福祉法人  五霞愛隣会 茨城県 0280-80-0888 （保育所）五霞保育園 茨城県

157 こ 社会福祉法人  古河市社会福祉協議会 茨城県 0280-48-0808 （社協事業） 市町村

158 こ 社会福祉法人  五霞町社会福祉協議会 茨城県 0280-84-0765 （社協事業） 茨城県

159 こ 社会福祉法人  克信会 茨城県 0294-28-7680 （特養）金沢弁天園 市町村

160 こ 社会福祉法人  こころの種福祉会 茨城県 029-893-4839 （保育所）つくばトッポンチーノ保育園 市町村

161 こ 社会福祉法人  心の和 茨城県 029-219-5977 （障害福祉サービス事業）心【Shin】 市町村

162 こ 社会福祉法人  寿福祉会 茨城県 0297-38-0101 （認定こども園）あかつき保育園 市町村

163 こ 社会福祉法人  こばと会 茨城県 029-282-3158 （保育所）チューリップ保育園 茨城県

164 こ 社会福祉法人  こばと福祉会 茨城県 029-353-6155 （保育所）こばと保育園 市町村

165 こ 社会福祉法人  小堀会 茨城県 0299-77-8088 （保育所）きさき保育園 市町村

166 こ 社会福祉法人  金剛福祉会 茨城県 029-267-4423 （保育所）ひじり保育園 茨城県

167 さ 社会福祉法人  境町社会福祉協議会 茨城県 0280-87-2525 （社協事業） 茨城県

168 さ 社会福祉法人  さくら 茨城県 029-896-3678 （保育所）さくら保育園 茨城県

169 さ 社会福祉法人  桜川市社会福祉協議会 茨城県 0296-76-1357 （社協事業） 市町村

170 さ 社会福祉法人  桜川福祉会 茨城県 0296-70-8215 （障害福祉サービス事業）さくらのおか 市町村

171 さ 社会福祉法人  さしま福祉会 茨城県 0280-87-7111 （保育所）若草明徳保育園 茨城県

172 さ 社会福祉法人  砂沼会 茨城県 0296-44-5387 （特養）愛宕園 市町村

173 さ 社会福祉法人  三愛福祉会 茨城県 029-221-0301 （保育所）ひかり保育園 市町村

174 さ 社会福祉法人  三晶会 茨城県 0299-83-8260 （保育所）ひよどり保育園 市町村

175 さ 社会福祉法人  山桜会 茨城県 0294-35-9000 （特養）小咲園 市町村

176 さ 社会福祉法人  山水苑 茨城県 0294-59-0332 （特養）山水苑 茨城県

177 さ 社会福祉法人  山王福祉会 茨城県 0297-85-8823 （保育所）育英保育園 市町村

178 さ 社会福祉法人  サンピア 茨城県 0294-76-3011 （特養）松栄荘 茨城県

179 さ 社会福祉法人  三和みつなみ会 茨城県 0280-78-1000 （特養）みどりの里 茨城県

180 し 社会福祉法人  しあわせ会 茨城県 0479-40-0505 （障害福祉サービス事業）ハミングハウス 市町村

181 し 社会福祉法人  慈永会 茨城県 0296-78-2221 （特養）宍戸苑 市町村

 取手市山王89-2

 常陸太田市箕911-1

 古河市東山田4796-2

 神栖市矢田部12642-12

 笠間市橋爪462-1

 坂東市逆井3503-14

 下妻市下木戸544-1

 水戸市袴塚1-5-18

 鹿嶋市下津237-3

 日立市諏訪町5-5-1

 日立市下深萩町1770

 神栖市木崎2935

 東茨城郡大洗町磯浜町2371

 猿島郡境町長井戸1681-1

 稲敷郡阿見町荒川本郷2033-336

 桜川市鍬田612

 桜川市亀岡字菊能757-1

 日立市東金沢町4-16-10

 つくば市金田185-1

 ひたちなか市磯崎町4084-5

 坂東市大谷口1037

 那珂郡東海村船場字横谷津784-4

 水戸市千波町2600-4

 石岡市茨城1-12-21

 ひたちなか市枝川2560

 水戸市住吉町115-1

 猿島郡五霞町元栗橋7331-1

 古河市新久田271-1

 猿島郡五霞町江川3201

 水戸市小吹町702-1

 神栖市波崎6745-1

 結城郡八千代町沼森1132

 下妻市加養493

 ひたちなか市長砂字久保633-1

 つくば市真瀬1279

 水戸市青柳町3796

 取手市下高井2148

 筑西市野殿1595-3

 筑西市大塚595番地8

 筑西市門井1677-21

 水戸市見川1-1183-2

主な事務所等の名称

 東茨城郡大洗町大貫町255-5

 筑西市中舘266-2

 かすみがうら市上土田330-2

 土浦市上高津1798-2

 水戸市小吹町2053-36

法人名 主たる事務所の所在地 従たる事務所の所在地
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182 し 社会福祉法人  四恩会 茨城県 0280-76-6654 （認定こども園）認定こども園　なさき 市町村

183 し 社会福祉法人  四季の会 茨城県 029-864-8800 （保育所）ケアーズ保育園 市町村

184 し 社会福祉法人  慈眼福祉会 茨城県 0299-69-2106 （認定こども園）大野めぐみ保育園 市町村

185 し 社会福祉法人  慈光会 茨城県 0294-42-8218 （保育所）田尻徳風保育園 市町村

186 し 社会福祉法人  慈光学園 茨城県 0280-88-0301 （障害児入所)慈光良児園 市町村

187 し 社会福祉法人  慈川会 茨城県 029-298-0661 （児童養護）チルドレンズ・ホーム 市町村

188 し 社会福祉法人  紫泉福祉会 茨城県 0296-24-9131 （保育所）はぐろ保育園 市町村

189 し 社会福祉法人  七藤会 茨城県 0280-76-0940 （保育所）柊保育園 市町村

190 し 社会福祉法人  実誠会 茨城県 029-295-9100 （障害支援）なるみ園 市町村

191 し 社会福祉法人  慈徳会 茨城県 0299-69-2339 （特養）松寿園 市町村

192 し 社会福祉法人  慈徳会 茨城県 0295-56-2254 （障害支援）やまびこ厚生園 市町村

193 し 社会福祉法人  東雲会 茨城県 0297-22-7716 （保育所）小貝保育園 市町村

194 し 社会福祉法人  至福会 茨城県 0299-84-7611 (軽費(ｹｱﾊｳｽ))鹿島の杜 茨城県

195 し 社会福祉法人  紫峰会 茨城県 0296-55-0928 （障害支援）紫峰厚生園 市町村

196 し 社会福祉法人  清水福祉会 茨城県 0296-44-3855 （保育所）西原保育園 茨城県

197 し 社会福祉法人  下妻市社会福祉協議会 茨城県 0296-44-0142 （社協事業） 市町村

198 し 社会福祉法人  下妻福祉会 茨城県 0296-44-2300 （保育所）法泉寺保育園 市町村

199 し 社会福祉法人  下総プリンスクラブ 茨城県 0280-98-4318 （特養）白英荘 市町村

200 し 社会福祉法人  秀桜会 茨城県 029-219-0007 （認定こども園）さくらこども園 茨城県

201 し 社会福祉法人  秀心会 茨城県 0294-43-6494 （認定こども園）こどものいえ認定こども園 市町村

202 し 社会福祉法人  修倫福祉会 茨城県 0297-35-6311 （障害支援）めふきの苑 市町村

203 し 社会福祉法人  秀和会 茨城県 0294-36-7300 （特養）あゆかわ館 市町村

204 し 社会福祉法人  淑徳会 茨城県 029-282-9500 （特養）常陸東海園 茨城県

205 し 社会福祉法人  寿貢会 茨城県 0280-47-0161 （特養）わたらせ 市町村

206 し 社会福祉法人  寿広福祉会 茨城県 0297-42-2300 （保育所）石下保育園 茨城県

207 し 社会福祉法人  寿生会 茨城県 029-835-3131 （特養）やすらぎの園 市町村

208 し 社会福祉法人  朱白会 茨城県 0297-85-4891 （特養）ルロシェ 茨城県

209 し 社会福祉法人  俊真会 茨城県 029-869-5500 障害福祉サービス事業 市町村

210 し 社会福祉法人  春寿会 茨城県 029-229-2225 （特養）春寿園 ひたちなか市

211 し 社会福祉法人  春陽会 茨城県 0294-28-0555 （特養）ＭＡＯ 茨城県

212 し 社会福祉法人  常山会 茨城県 0299-55-3636 （特養）玉寿荘 市町村

213 し 社会福祉法人  常新会 茨城県 029-862-1717 （特養）シルトピア 市町村

214 し 社会福祉法人  尚生会 茨城県 0296-73-5562 （特養）かさまグリーンハウス 茨城県

215 し 社会福祉法人  松濤会 茨城県 0294-43-2233 （特養）銀砂台 市町村

216 し 社会福祉法人  松英会 茨城県 0296-77-1068 （保育所）大沢保育園 市町村

217 し 社会福祉法人  慈陽会 茨城県 029-830-8686 （特養）元気館 茨城県

218 し 社会福祉法人  尚恵学園 茨城県 0298-831-1686 （障害福祉サービス事業）コスモス 市町村

219 し 社会福祉法人  城山福祉会 茨城県 0295-53-4789 （保育所）さくら保育園 市町村

220 し 社会福祉法人  松寿福祉会 茨城県 0296-28-2774 （認定こども園）たちばな保育園 市町村

221 し 社会福祉法人  照桑福祉会 茨城県 0299-58-2643 茨城県

222 し 社会福祉法人  常総市社会福祉協議会 茨城県 0297-30-8789 （社協事業） 市町村

223 し 社会福祉法人  聖徳福祉会 茨城県 0293-23-5266 （保育所）聖徳保育園 茨城県

224 し 社会福祉法人  祥風会 茨城県 029-896-3520 （特養）飛羽ノ園 市町村

225 し 社会福祉法人  翔馬会 茨城県 0294-70-7151 （特養）えみの里 市町村

226 し 社会福祉法人  白鳥福祉会 茨城県 0291-39-2963 （保育所）大洋保育園 市町村

227 し 社会福祉法人  自立奉仕会 茨城県 0296-77-8155 障害福祉サービス事業（特定派遣事業含む） 茨城県 笠間市鯉渕6550

（認定こども園）玉里保育園

 常総市新石下4365番地

 高萩市安良川字浜野271-9

 土浦市小松1-3-33　ハトリビル6Ｆ

 常陸太田市徳田町143

 鉾田市上沢76-1

 笠間市平町1717-52

 牛久市城中町148-1

 土浦市神立町1791

 常陸大宮市上岩瀬382

 筑西市大谷632

 小美玉市上玉里1126-1

 ひたちなか市堀口88-1

 日立市下土木内町字荻町545-1

 行方市手賀1854-1

 土浦市本郷1679-1

 笠間市笠間1635-2

 日立市砂沢町1155-1

 那珂郡東海村村松2804-4

 古河市大山507-5

 常総市新石下1031

 土浦市小岩田西2-1-49

 取手市神浦646

 土浦市田村町972

 下妻市本宿町2-52

 古河市小堤1796-2

 東茨城郡茨城町小幡2162-3

 日立市日高町1-14-11

 坂東市神田山2208

 日立市国分町3-12-10

 常陸大宮市国長993

 常総市上蛇町1888-1

 鹿嶋市須賀字廣山1346-5

 桜川市真壁町下谷貝1595-2

 下妻市高道祖5168

 下妻市本城町3－13

 坂東市生子1617

 那珂市額田北郷771-1

 筑西市岡芹2086

 古河市山田614-5

 那珂市飯田2529-1

 鹿嶋市武井1956-3

従たる事務所の所在地 主な事務所等の名称

 古河市尾崎954-2

 つくば市要元中根178

 鹿嶋市浜津賀457-6

 日立市田尻町7-13-1

法人名 主たる事務所の所在地
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No. 記号 電話番号 電話番号 所轄庁

228 し 社会福祉法人  慈量福祉会 茨城県 0297-68-3501 （認定こども園）布川保育園 茨城県

229 し 社会福祉法人  白銀会 茨城県 0299-22-3215 （障害支援）しろがね苑 茨城県

230 し 社会福祉法人  城北福祉会 茨城県 0296-72-9346 （障害支援）佐白の館 茨城県

231 し 社会福祉法人  城里町社会福祉協議会 茨城県 029-288-7013 （社協事業） 茨城県

232 し 社会福祉法人  親愛会 茨城県 029-243-5322 （保育所）千波保育園 茨城県

233 し 社会福祉法人  新宮福祉会 茨城県 0291-32-2733 （保育所）青山保育園 市町村

234 し 社会福祉法人  親交会 茨城県 0293-28-0321 （障害支援）リバティ若栗 市町村

235 し 社会福祉法人  神樹会 茨城県 0299-83-2311 （特養）サントピア鹿島 市町村

236 し 社会福祉法人  身障者ポニーの会 茨城県 0297-83-2266 （障害福祉サービス事業）ポニーの家 市町村

237 し 社会福祉法人  仁心会 茨城県 029-306-6100 （特養）みと東部特別養護老人ホーム 市町村

238 し 社会福祉法人  新世会 茨城県 029-264-2880 （特養）いくり苑那珂 茨城県

239 し 社会福祉法人  仁済会 茨城県 0296-44-7300 （特養）ラポールしもつま 市町村

240 し 社会福祉法人  仁川会 茨城県 0295-55-2727 （認定こども園）御前山認定こども園 茨城県

241 し 社会福祉法人  仁善会 茨城県 0479-21-6074 （保育所）土合舎利保育園 市町村

242 し 社会福祉法人  真泉福祉会 茨城県 0295-57-2808 （保育所）野上保育園 市町村

243 し 社会福祉法人  進歩会 茨城県 0295-52-0830 （保育所）あゆみ保育園 市町村

244 し 社会福祉法人  新水会 茨城県 029-225-6692 （保育所）のぎく保育園 市町村

245 し 社会福祉法人  神和会 茨城県 0299-78-7881 （特養）大野の郷 市町村

246 し 社会福祉法人  親和会 茨城県 0299-72-1610 （特養）朝霞荘 茨城県

247 し 社会福祉法人  心和会 茨城県 0297-84-6155 （特養）めぐみの杜 市町村

248 し 社会福祉法人  盡誠会 茨城県 0299-79-2319 （特養）水郷荘 市町村

249 し 社会福祉法人  清明福祉会 茨城県 029-838-0808 （保育所）わかば保育園 市町村

250 す 社会福祉法人  水郷めぐみ会 茨城県 0299-80-1333 （認定こども園）こひつじ園 市町村

251 す 社会福祉法人  翠清福祉会 茨城県 029-257-7361 （老健）ナーシングホームかたくり 市町村

252 す 社会福祉法人  鈴和福祉会 茨城県 0299-96-6210 （保育所）軽野保育園 市町村

253 す 社会福祉法人  月出里 茨城県 029-893-1515 （特養）すだちの里 市町村

254 す 社会福祉法人  すはま会 茨城県 0299-82-9080 （軽費）ニュー鹿島 茨城県

255 す 社会福祉法人  菫福祉会 茨城県 0299-77-9790 （保育所）子どもの家菫の苑 市町村

256 す 社会福祉法人  諏訪学園 茨城県 029-282-3380 （保育所）みぎわ保育園 茨城県

257 す 社会福祉法人  諏訪福祉会 茨城県 0294-37-4278 （保育所）つくしんぼ保育園 市町村

258 せ 社会福祉法人  聖愛会 茨城県 029-353-7001 （認定こども園）多賀さくら認定こども園 茨城県

259 せ 社会福祉法人  清栄会 茨城県 0479-48-5001 （特養）きたうら 茨城県

260 せ 社会福祉法人  聖桜会 茨城県 0299-45-0555 （特養）すずらんの里 市町村

261 せ 社会福祉法人  清河会 茨城県 0295-57-2100 （特養）サングリーンピア山方 茨城県

262 せ 社会福祉法人  青丘 茨城県 0299-48-3266 （特養）青丘園 茨城県

263 せ 社会福祉法人  清香会 茨城県 029-247-5151 （障害支援）育心園 市町村

264 せ 社会福祉法人  聖光学園 茨城県 029-221-3973 （保育所）聖光学園保育部 市町村

265 せ 社会福祉法人  星山福祉会 茨城県 0299-96-3661 （保育所）星和保育園 市町村

266 せ 社会福祉法人　  誠慈会 茨城県 0294-33-8855 （特養）藤井ハイム常陸太田 茨城県

267 せ 社会福祉法人  青洲会 茨城県 0298-32-3550 （障害支援）さくら苑 茨城県

268 せ 社会福祉法人  清寿会 茨城県 029-267-6617 （特養）ひぬま苑 茨城県

269 せ 社会福祉法人  清順会 茨城県 029-231-7222 - 市町村

270 せ 社会福祉法人  清常会 茨城県 0299-27-1233 （特養）けやき園 茨城県

271 せ 社会福祉法人  清新会 茨城県 0479-48-1110 （特養）しおさい苑 市町村

272 せ 社会福祉法人  清仁会 茨城県 0297-64-3234 （特養）やすらぎの里 市町村

273 せ 社会福祉法人  誠仁会 茨城県 0291-36-5684 (障害支援）メイプルホーム　ほこた 茨城県

274 せ 社会福祉法人  清心福祉会 茨城県 029-297-6200 （保育所）たかば保育園 茨城県

275 せ 社会福祉法人  聖泉福祉会 茨城県 0295-52-2035 （保育所）大宮聖慈保育園 市町村

 神栖市矢田部9416-1

 龍ヶ崎市大徳町字古川4965-1

 鉾田市徳宿1809-11

 ひたちなか市高場1615

 常陸大宮市野中町3266-3

 神栖市日川903

 常陸太田市新宿町1427-3

 土浦市神立町443-4

 東茨城郡大洗町大貫町3269-1

 水戸市吉沼町519番地6

 石岡市東大橋2757

 神栖市土合本町2-9809-128

 笠間市土師字向原1283-5

 常陸大宮市西野内1537-1

 小美玉市橋場美519-1

 水戸市酒門町4280-2

 水戸市新荘1-4-8

 稲敷市蒲ヶ山77

 鹿嶋市平井1350-39

 行方市麻生615-4

 那珂郡東海村須和間1299-4

 日立市諏訪町3-12-19

 水戸市元吉田町894番16

 取手市稲29-1

 稲敷市幸田1252

 つくば市谷田部2061

 潮来市須賀南135

 水戸市河和田町4516-1

 神栖市知手92-15

 神栖市矢田部7793-16

 常陸大宮市野上1271-1

 常陸大宮市東野字小山3182-6

 水戸市酒門町5038

 鹿嶋市和825-5

 行方市麻生1088-1

 鹿嶋市宮中5200

 取手市高須2148

 水戸市酒門町1177-3

 ひたちなか市磯崎町1-4555-1

 下妻市江1827-1

 常陸大宮市野口1294

 石岡市鹿の子4-16-52

 笠間市大字大淵字金沢524-１

 東茨城郡城里町石塚1428－1

 水戸市千波町2770-16

 鉾田市安塚880-102

 高萩市若栗125-１

法人名 主たる事務所の所在地 従たる事務所の所在地 主な事務所等の名称

 北相馬郡利根町布川3003-2
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No. 記号 電話番号 電話番号 所轄庁

276 せ 社会福祉法人  青燈会 茨城県 029-295-1701 （特養）ひばりヶ丘 市町村

277 せ 社会福祉法人  清風福祉会 茨城県 0297-44-3320 （障害児入所）博愛学園 市町村

278 せ 社会福祉法人  征峯会 茨城県 0296-28-1277 （障害支援）ピアしらとり 市町村

279 せ 社会福祉法人  晴芳会 茨城県 029-306-8860 （保育所）ほうとく保育園 市町村

280 せ 社会福祉法人  西北会 茨城県 029-822-1863 （保育所）エンゼルゆめ保育園 市町村

281 せ 社会福祉法人  聖朋会 茨城県 029-897-0101 （特養）サンシャインつくば 市町村

282 せ 社会福祉法人  聖明福祉会 茨城県 029-289-4744 （老短業）桂聖明園 茨城県

283 せ 社会福祉法人  成友会 茨城県 029-288-2572 （保育所）靖光保育園 茨城県

284 せ 社会福祉法人  聖隷会 茨城県 0299-26-7111 （保育所）わかくさ保育園 茨城県

285 せ 社会福祉法人  正和会 茨城県 0294-54-2385 （特養）成華園 市町村

286 せ 社会福祉法人  清和会 茨城県 02957-2-2323 （特養）久慈川荘 茨城県

287 せ 社会福祉法人  清和会 茨城県 0293-46-5811 （保育所）大津保育園 市町村

288 せ 社会福祉法人  関耀会 茨城県 0296-28-8556 （特養）まごころの杜 市町村

289 せ 社会福祉法人  千手福祉会 茨城県 0479-44-4952 （保育所）あすなろ保育園 市町村

290 せ 社会福祉法人  せんだんの木会 茨城県 0280-22-1717 （保育所）古河保育園 市町村

291 せ 社会福祉法人  千羽鶴 茨城県 029-874-9680 （特養）桜華 市町村

292 せ 社会福祉法人  晴山会 千葉県 043-250-2122 029-828-2322 （特養）土浦晴山苑 他県

293 せ 社会福祉法人  千の里 茨城県 0280-75-2000 （保育所）はなもも保育園 市町村

294 そ 社会福祉法人  桑友会 茨城県 0299-43-6511 （特養）れもん 市町村

295 そ 社会福祉法人  窓愛園 茨城県 029-821-0392 （児童養護）窓愛園 市町村

296 そ 社会福祉法人  創志会 茨城県 029-875-5251 （障害支援）つくばライフサポートセンター 茨城県

297 そ 社会福祉法人  宗仁会 茨城県 0297-85-8304 （特養）北相寿 市町村

298 そ 社会福祉法人  総和福祉会 茨城県 0280-92-1508 （保育所）総和保育園 市町村

299 た 社会福祉法人  大子町社会福祉協議会 茨城県 0295-72-2005 （社協事業） 茨城県

300 た 社会福祉法人  大茨会 茨城県 029-240-7811 (軽費(ｹｱﾊｳｽ))おあしす 茨城県

301 た 社会福祉法人  大翔会 茨城県 029-257-0303 （保育所）つばさ保育園 市町村

302 た 社会福祉法人  泰仁会 茨城県 0299-43-0811 （特養）やさと 茨城県

303 た 社会福祉法人  泰明会 茨城県 0299-58-4821 （保育所）さくら保育園 市町村

304 た 社会福祉法人  太陽会 茨城県 029-350-1772 （保育所）百合が丘ひまわり保育園 市町村

305 た 社会福祉法人  平会 茨城県 0296-24-3525 （認定こども園）石田保育園 市町村

306 た 社会福祉法人  大和会 茨城県 0296-48-6820 （保育所）大和保育園 市町村

307 た 社会福祉法人  高砂福祉会 千葉県 04-7197-7239 0297-72-1708 （認定こども園）　たかさごスクール取手 他県

308 た 社会福祉法人  高萩市社会福祉協議会 茨城県 0293-23-8341 （社協事業） 市町村

309 た 社会福祉法人  達生堂 茨城県 0296-34-7101 （特養）ヒューマン・ハウス 市町村

310 た 社会福祉法人  田中福祉会 茨城県 029-867-0433 （保育所）田中保育園 市町村

311 た 社会福祉法人  ダルクセンター 茨城県 0296-35-1151 （精神セン）茨城ダルク・ケアセンター 市町村

312 た 社会福祉法人  たんぽぽ福祉会 茨城県 029-273-8242 （保育所）たんぽぽ保育園 市町村

313 ち 社会福祉法人  地域福祉会 茨城県 0299-56-4545 （特養）ようよう 市町村

314 ち 社会福祉法人  地球の子ども会 茨城県 029-246-6300 （保育所）ちゃいるどはうす保育園 市町村

315 ち 社会福祉法人  筑桜会 茨城県 0297-85-3361 （障害児入所）ときわ学園 茨城県

316 ち 社会福祉法人  筑水会 茨城県 0297-25-1616 （特養）筑水苑 茨城県

317 ち 社会福祉法人  筑西市社会福祉協議会 茨城県 0296-22-5191 （社協事業） 市町村

318 ち 社会福祉法人  筑南会 茨城県 029-856-4477 （特養）新つくばホーム 市町村

319 ち 社会福祉法人  筑竜会 茨城県 0297-66-6000 （特養）はなみずき 茨城県

320 ち 社会福祉法人  筑和会 茨城県 0297-87-5188 （特養）宝永館 市町村

321 ち 社会福祉法人  知徳会 茨城県 029-272-5708 （保育所）つくし学園 市町村

322 ち 社会福祉法人  中央学院 茨城県 029-830-1284 （保育所）中央保育園 茨城県

 稲敷市寺内600-1

 ひたちなか市馬渡2895-20

 土浦市神立中央1-10-21

 水戸市平須町2366-1

 取手市ゆめみ野3-25

 常総市水海道高野町671-1

 筑西市小林355

 つくば市学園の森3-29-2

 龍ケ崎市若柴町1225

 高萩市春日町3-10

 結城市結城10767-19

 つくば市水守554-1

 結城市大字上山川6847

 ひたちなか市中根4506-1

 石岡市東石岡3-2-19

 小美玉市小川370-6

 水戸市元石川町926-9

 筑西市西石田1186

 下妻市長塚506-1

 流山市おおたかの森東4-99-4 茨城県取手市井野3-16-1

 取手市岡1476

 古河市葛生1353-2

 久慈郡大子町大子722-1

 東茨城郡茨城町小幡18-1

 水戸市鯉淵町2066-14

 石岡市小倉442-1

 千葉市花見川区花島町149-1 茨城県土浦市田村町2321-5

 古河市仁連853番地1

 石岡市下林3346-1

 土浦市殿里20

 つくば市上郷7563-67

 久慈郡大子町北田気551-1

 北茨城市大津町1353

 筑西市西方1667

 神栖市波崎1252-9

 古河市中央町3-10-62

 つくば市柴崎字遠原79-2

 土浦市真鍋2丁目10-23

 かすみがうら市上大堤210-27

 東茨城郡城里町高根台1-53

 東茨城郡城里町石塚2128-2

 小美玉市高崎2206-1

 日立市久慈町4-19-21

従たる事務所の所在地 主な事務所等の名称

 那珂市菅谷528

 坂東市沓掛337

 筑西市上平塚590-1

 水戸市河和田町3961

法人名 主たる事務所の所在地



14/18

No. 記号 電話番号 電話番号 所轄庁

323 ち 社会福祉法人  長寿の森 茨城県 029-840-2881 （特養）阿見翔裕園 茨城県

324 つ 社会福祉法人  月居会 茨城県 0294-70-2220 （特養）世矢の里 市町村

325 つ 社会福祉法人  筑紫会 茨城県 0296-55-4007 （障害支援）真壁厚生学園 市町村

326 つ 社会福祉法人  筑波会 茨城県 0296-32-2235 （保育所）つくば保育園 市町村

327 つ 社会福祉法人  筑波会 茨城県 029-896-6001 （児童養護）筑波愛児園 市町村

328 つ 社会福祉法人  筑波記念会 茨城県 0296-49-2966 （特養）フィオーレ 茨城県

329 つ 社会福祉法人  つくば市社会福祉協議会 茨城県 029-879-5500 （社協事業） 市町村

330 つ 社会福祉法人  筑波匠仁会 茨城県 029-886-4158 （保育所）学園保育園 市町村

331 つ 社会福祉法人  つくば根学園 茨城県 029-867-1200 （障害児入所）つくば根学園 市町村

332 つ 社会福祉法人  つくばみらい市社会福祉協議会 茨城県 0297-57-0205 （社協事業） 市町村

333 つ 社会福祉法人  筑峯学園 茨城県 029-867-0025 （障害児入所）筑峯学園 市町村

334 つ 社会福祉法人  筑圃苑 茨城県 0296-37-2215 （特養）筑圃苑 市町村

335 つ 社会福祉法人  土浦愛隣会 茨城県 029-841-6439 （保育所）土浦愛隣会保育所 茨城県

336 つ 社会福祉法人  土浦市社会福祉協議会 茨城県 029-821-5995 （社協事業） 市町村

337 つ 社会福祉法人  つつみ会 茨城県 029-219-0310 （特養）みどりの杜 茨城県

338 つ 社会福祉法人  紬会 茨城県 0296-49-3886 （特養）玉樹 茨城県

339 て 社会福祉法人  滴翠会 茨城県 0299-24-0762 （養護老人）滴翠苑 茨城県

340 と 社会福祉法人  東海村社会福祉協議会 茨城県 029-282-2804 （社協事業） 茨城県

341 と 社会福祉法人  東湖園 茨城県 0291-33-6700 （特養）東湖園 市町村

342 と 社会福祉法人  桐孝会 茨城県 0299-28-0121 （障害福祉サービス事業）あいホーム石岡 市町村

343 と 社会福祉法人  道寿会 茨城県 029-841-7532 （特養）なごみ 市町村

344 と 社会福祉法人  東昭会 茨城県 0294-74-5030 （保育所）太田あすなろ保育園 市町村

345 と 社会福祉法人  童心会 千葉県 04-7172-3939 029-874-3993 （保育所）牛久みらい保育園 他県

346 と 社会福祉法人  同仁会 茨城県 0293-23-3245 （児童養護）臨海学園 茨城県

347 と 社会福祉法人  道邦会 茨城県 0299-72-0522 （認定こども園）麻生こども園 市町村

348 と 社会福祉法人  東明会 茨城県 029-292-6868 （認定こども園）飯沼こども園 茨城県

349 と 社会福祉法人  ときわの杜 茨城県 0293-46-0631 （特養）ときわの杜 市町村

350 と 社会福祉法人  徳泉会 茨城県 029-247-1551 （特養）東野の家 市町村

351 と 社会福祉法人  利根福祉会 茨城県 0297-68-2530 （保育所）文間保育園 茨城県

352 と 社会福祉法人  利根町社会福祉協議会 茨城県 0297-68-7771 （社協事業） 茨城県

353 と 社会福祉法人  巴福祉会 茨城県 0291-36-4171 （保育所）とりのす保育園 市町村

354 と 社会福祉法人  友部福祉会 茨城県 0296-77-7928 （保育所）みか保育園 市町村

355 と 社会福祉法人  豊里園 茨城県 029-847-4194 （特養）美健荘 市町村

356 と 社会福祉法人  取手市社会福祉協議会 茨城県 0297-72-0603 （社協事業） 市町村

357 と 社会福祉法人  取手市社会福祉事業団 茨城県 0297-78-2525 （特養）取手市ふれあいの郷 市町村

358 と 社会福祉法人  桃李苑会 茨城県 029-305-4154 （保育所）小吹保育園 市町村

359 と 社会福祉法人  どろんこ会 東京都 03−5766-8050 029-896-7017 （保育所）つくばどろんこ保育園 他県

360 と 社会福祉法人  仁和の会 茨城県 0299-85-2880 市町村

361 な 社会福祉法人  中川福祉会 茨城県 0297-38-1111 （認定こども園）小山保育園 市町村

362 な 社会福祉法人  長須福祉会 茨城県 0297-35-4501 （認定こども園）すずのき 市町村

363 な 社会福祉法人  仲田会 茨城県 0299-48-1789 （認定こども園）納場保育園 市町村

364 な 社会福祉法人  ナガタナガサキ 茨城県 029-858-1202 （保育所）すみれ保育園 市町村

365 な 社会福祉法人  中根福祉会 茨城県 0291-35-3141 （認定こども園）北浦こども園 市町村

366 な 社会福祉法人  那珂市社会福祉協議会 茨城県 029-229-0309 （社協事業） 市町村

367 な 社会福祉法人  ナザレ園 茨城県 029-296-0316 （養護老人）ナザレ園 茨城県

368 な 社会福祉法人  行方市社会福祉協議会 茨城県 0299-36-2020 （社協事業） 市町村

369 に 社会福祉法人  にいはり福祉会 茨城県 029-862-5116 (障害支援）みもり園 茨城県

370 に 社会福祉法人  新治保育会 茨城県 029-862-4666 （保育所）高岡保育園 市町村

 那珂市中里361-2

 行方市玉造甲478-1

 土浦市小高572-1

 土浦市高岡2303-4

 坂東市小山123

 坂東市長須3746

 小美玉市納場111-1

 つくば市小野崎311-1

 行方市中根309-1

 那珂市瓜連321

 取手市寺田5144－3

 取手市ゆめみ野3-23-1

 水戸市小吹町2305-1

 渋谷区渋谷1-2-5 茨城県つくば市下平塚845-1

 鹿嶋市宮中2331-4

 水戸市東野町215-1

 北相馬郡利根町立木1368

 北相馬郡利根町布川2968

 鉾田市鳥栖1279-2

 笠間市東平1-18-6

 つくば市上郷1438-3

 柏市逆井1377-1 茨城県牛久市東猯穴町1260-11

 高萩市肥前町1-80

 行方市麻生3323-10

 東茨城郡茨城町上飯沼1276-1

 北茨城市関本町福田1875-1

 石岡市半ノ木11461

 那珂郡東海村村松2005

 鉾田市安房1670-12

 石岡市東光台2-8-3

 土浦市右籾644-1

 常陸太田市岡田町柳沢1701-1

 つくば市大字平沢655-4

 筑西市木戸354

 土浦市右籾1681

 土浦市大和町9－2

 東茨城郡茨城町小幡2765-4

 結城郡八千代町菅谷字新田山1021-1

 結城郡八千代町栗山229-1

 つくば市筑穂1-10-4

 つくば市遠東788-1

 つくば市小和田366

 つくばみらい市神生530

主な事務所等の名称

 稲敷郡阿見町阿見5137

 常陸太田市亀作町481-1

 桜川市真壁町亀熊1464-1

 結城市新福寺2-8-1

 つくば市前野308-5

法人名 主たる事務所の所在地 従たる事務所の所在地
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No. 記号 電話番号 電話番号 所轄庁

371 に 社会福祉法人  二希会 茨城県 029-839-3131 （特養）アイリスコート 市町村

372 に 社会福祉法人  西山苑 茨城県 0294-72-3500 （特養）西山苑 市町村

373 に 社会福祉法人  二十一世紀会 茨城県 0295-55-9551 （障害支援）幸香枝花の村 茨城県

374 に 社会福祉法人  日照養徳園 茨城県 0294-43-6120 （児童養護）日照養徳園 市町村

375 に 社会福祉法人  日本キングス・ガーデン 茨城県 0297-24-5139 （特養）筑波キングス・ガーデン 茨城県

376 の 社会福祉法人  のぞみ会 茨城県 029-828-7061 （特養）木の花さくや 市町村

377 は 社会福祉法人  ハートフルスマイル 茨城県 029-303-5551 (保育所)堀あさひこども園 市町村

378 は 社会福祉法人  梅行会 茨城県 0299-47-1526 （特養）サンホーム竹原 市町村

379 は 社会福祉法人  梅寿会 茨城県 0299-96-6630 （特養）はまなす 茨城県

380 は 社会福祉法人  博愛会 茨城県 0280-84-1254 （認定こども園）川妻認定こども園　おひさま 茨城県

381 は 社会福祉法人  博愛会 茨城県 029-893-5531 （特養）フロンティア 市町村

382 は 社会福祉法人  はくさん 茨城県 0296-54-5411 （特養）はなみずきの杜 市町村

383 は 社会福祉法人  博慈会 茨城県 029-874-4800 （特養）博慈園 市町村

384 は 社会福祉法人  白寿会 茨城県 0293-42-8910 （特養）エスコート磯原 市町村

385 は 社会福祉法人  白十字会 東京都 03-3831-8075 0299-92-7443 （特養）白寿荘 他県

386 は 社会福祉法人  博友会 茨城県 0295-54-2555 （特養）御前山フロイデガルテン 茨城県

387 は 社会福祉法人  博有会 茨城県 0296-52-7788 （保育所）たけのこ保育園 市町村

388 は 社会福祉法人  博洋会 茨城県 0293-23-5661 （保育所）あおぞら保育園 市町村

389 は 社会福祉法人  パステル 栃木県 0285-39-6088 0280-48-7688 (障害支援)多機能型事業所おおぞら 他県

390 は 社会福祉法人  八龍 茨城県 0299-45-2696 （保育所）おしのべ保育園 市町村

391 は 社会福祉法人  はなのわ学園 茨城県 029-273-0493 （保育所）はなのわ保育園 市町村

392 は 社会福祉法人  花畑福祉会 茨城県 029-847-1155 （保育所）ﾌﾗﾜｰﾁｬｲﾙﾄﾞ保育園 市町村

393 は 社会福祉法人  はまぎくの会 茨城県 029-264-1500 （障害支援）ハートケアセンターひたちなか 市町村

394 は 社会福祉法人  春風と太陽 茨城県 0297-63-0193 （保育所）あすなろ保育園 茨城県

395 は 社会福祉法人  斑山会 茨城県 0299-23-7343 （軽費）ケアハウス・ゼーレ 市町村

396 は 社会福祉法人  坂東市社会福祉協議会 茨城県 0297-35-4811 （社協事業） 市町村

397 は 社会福祉法人  絆明会 茨城県 0297-77-1317 （特養）水彩館 市町村

398 ひ 社会福祉法人  美育福祉会 茨城県 0297-35-1555 （保育所）岩井保育園 市町村

399 ひ 社会福祉法人  ひかり福祉会 茨城県 029-871-5740 （保育所）つばめ保育園 茨城県

400 ひ 社会福祉法人  美光会 茨城県 0295-58-2213 （特養）みわ 市町村

401 ひ 社会福祉法人  美成福祉会 茨城県 0291-32-4086 （保育所）串挽保育園 茨城県

402 ひ 社会福祉法人  ひたち育成会 茨城県 0294-54-1217 （障害支援）鮎川福祉作業所 市町村

403 ひ 社会福祉法人  常陸太田市社会福祉協議会 茨城県 0294-73-1717 （社協事業） 市町村

404 ひ 社会福祉法人  常陸大宮市社会福祉協議会 茨城県 0295-53-1125 （社協事業） 市町村

405 ひ 社会福祉法人  日立高寿園 茨城県 0294-42-5656 （特養）サン豊浦 市町村

406 ひ 社会福祉法人  日立市社会福祉協議会 茨城県 0294-37-1122 （社協事業） 市町村

407 ひ 社会福祉法人  日立市社会福祉事業団 茨城県 0294-36-2363 (養護老人)日立市かねはた老人ホーム 市町村

408 ひ 社会福祉法人  常陸青山会 茨城県 0299-22-5811 （障害支援）光風荘 市町村

409 ひ 社会福祉法人  ひたちなか市社会福祉協議会 茨城県 029-274-3241 （社協事業） 市町村

410 ひ 社会福祉法人  ひたちの森会 茨城県 0294-32-7788 （特養）ひたちの森すこやかビレッジ 市町村

411 ひ 社会福祉法人  ひだまり会 茨城県 029-254-7814 障害福祉サービス事業　ディライト 市町村

412 ひ 社会福祉法人  日の出会 茨城県 0299-66-1133 （認定こども園）日の出こども園 市町村

413 ひ 社会福祉法人  向日葵福祉会 茨城県 0296-52-5088 （特養）ひまわり苑 市町村

414 ひ 社会福祉法人  白光福祉会 茨城県 029-251-0515 （保育所）すみれ保育園 市町村

415 ひ 社会福祉法人  平磯保育園 茨城県 029-262-3242 （保育所）平磯保育園 市町村

416 ふ 社会福祉法人  深芝福祉会 茨城県 0299-92-0106 （保育所）深芝保育園 市町村

 ひたちなか市平磯町2984-1

 神栖市深芝2503

 ひたちなか市西大島3-16-1

 日立市東滑川町5-10-3

 水戸市加倉井町104

 潮来市日の出7-15-18

 筑西市吉田641-3

 水戸市開江町478

 常陸太田市稲木町33

 常陸大宮市北町388-2

 日立市川尻町773-1

 日立市会瀬町4-9-13

 日立市鮎川町2-6-38

 石岡市谷向町13-23

 取手市小文間5720-1

 坂東市岩井2720-8

 牛久市遠山町一ノ久保764-1

 常陸大宮市鷲子字中島2023-2

 鉾田市野友2009番地2

 日立市南高野町2-10-24

 ひたちなか市西光地1-6-3

 つくば市花畑1-9-2

 ひたちなか市柳沢大字坂下2831

 龍ヶ崎市泉町1769-1

 石岡市石岡2748-1

 坂東市辺田48

 常陸大宮市野口平146-1

 筑西市吉田字別当合653-1

 高萩市安良川1251-1

 小山市乙女625-2 茨城県古河市新久田284

 笠間市押辺2709-561

 つくば市上郷1600-3

 下妻市下栗1223

 牛久市女化町253-2

 北茨城市華川町車1145-65

 台東区台東4-20-6 茨城県神栖市賀2148

 常総市大生郷町1818-2

 つくば市鬼ヶ窪1212-11

 水戸市堀町209-1

 小美玉市竹原405-6

 神栖市日川字石塚4112

 猿島郡五霞町川妻494-5

従たる事務所の所在地 主な事務所等の名称

 つくば市上横場429-1

 常陸太田市木崎二町937-2

 常陸大宮市野上1788-1

 日立市川尻町4-20-12

法人名 主たる事務所の所在地
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No. 記号 電話番号 電話番号 所轄庁

417 ふ 社会福祉法人  藤会 茨城県 029-292-6655 （保育所）ふじ保育園 茨城県

418 ふ 社会福祉法人  藤の会 茨城県 0291-32-5322 （特養）藤の家 市町村

419 ふ 社会福祉法人  武仁会 茨城県 0299-54-0029 （特養）百里サンハウス 茨城県

420 ふ 社会福祉法人  ふたば 茨城県 047-312-8051 市町村

421 ふ 社会福祉法人  ふたば会 茨城県 029-873-9344 （障害福祉サービス事業）筑波エコー学園 市町村

422 ふ 社会福祉法人  ふたば福祉会 茨城県 0296-33-4834 （保育所）結城ふたば保育園 市町村

423 ふ 社会福祉法人  双葉福祉会 茨城県 029-873-5528 （保育所）ふたばランド保育園 市町村

424 ふ 社会福祉法人  普門福祉会 茨城県 0299-66-3584 （認定こども園）スサキ認定こども園 市町村

425 ほ 社会福祉法人  芳愛福祉会 茨城県 029-262-3950 （保育所）湊保育園 市町村

426 ほ 社会福祉法人  鳳凰会　 茨城県 029-253-6551 （特養）フォレストヴィラ水戸 茨城県

427 ほ 社会福祉法人  芳香会 茨城県 0280-97-1027 （養護老人）青嵐荘養護老人ホーム 茨城県

428 ほ 社会福祉法人  法師会 茨城県 0297-36-8080 （特養）長寿の里 茨城県

429 ほ 社会福祉法人  豊潤会 茨城県 029-298-6399 （保育所）ゆたか保育園 市町村

430 ほ 社会福祉法人  豊心の会 茨城県 029-248-5511 （特養）アクティブハートさかど 市町村

431 ほ 社会福祉法人  朋友会 茨城県 0294-70-5033 （障害福祉サービス事業）ひまわり 市町村

432 ほ 社会福祉法人  峰林会 茨城県 0297-48-3587 （特養）峰林荘 市町村

433 ほ 社会福祉法人  北友会 茨城県 029-257-9555 （特養）渡里すずらん苑 茨城県

434 ほ 社会福祉法人  北養会 茨城県 029-303-7373 （特養）北勝園 茨城県

435 ほ 社会福祉法人  鉾田市社会福祉協議会 茨城県 0291-32-5831 （社協事業） 市町村

436 ほ 社会福祉法人  ホザナ会 茨城県 0280-92-2616 （保育所）こばと保育園 市町村

437 ほ 社会福祉法人  保内園 茨城県 0295-72-1753 （養護老人）泉荘 茨城県

438 ほ 社会福祉法人  ほほえみ会 茨城県 0297-20-5525 （特養）雅荘 市町村

439 ほ 社会福祉法人  誉田会 茨城県 0294-72-3415 （児童養護）誉田養徳園 市町村

440 ま 社会福祉法人  町にくらす会 茨城県 080-1277-2221 （障害支援）ＫＵＩＮＡ 市町村

441 ま 社会福祉法人  松原福祉会 茨城県 0293-20-1500 (軽費(ｹｱﾊｳｽ))たかはぎ 市町村

442 ま 社会福祉法人  まつばら保育園 茨城県 0296-52-0270 （保育所）まつばら保育園 市町村

443 ま 社会福祉法人  マリンピア 千葉県 0479-25-6600 0479-46-7770 （特養）マリンピア神栖 他県

444 ま 社会福祉法人  丸昌会 茨城県 0293-42-2788 （保育所）中郷保育園 市町村

445 ま 社会福祉法人  萬徳寺保育園 茨城県 0299-92-2704 （認定こども園）萬徳寺保育園 市町村

446 み 社会福祉法人  三国福祉会 茨城県 0296-33-5946 （保育所）みくに保育園 市町村

447 み 社会福祉法人  美空野学園 茨城県 0299-95-9215 （保育所）美空野保育園 市町村

448 み 社会福祉法人  みだ保育園 茨城県 0479-44-1924 （保育所）みだ保育園 市町村

449 み 社会福祉法人  光峰会 茨城県 0299-66-5533 （特養）いたこの郷 市町村

450 み 社会福祉法人  水戸市社会福祉協議会 茨城県 029-309-5001 （社協事業） 市町村

451 み 社会福祉法人  みどり会 茨城県 029-851-7589 （保育所）まつぼっくり保育園 市町村

452 み 社会福祉法人  みどり会 茨城県 0296-30-0660 （障害福祉サービス事業）マルニカレッジ 市町村

453 み 社会福祉法人  緑会 茨城県 029-251-1969 （児童養護）みどり園 市町村

454 み 社会福祉法人  みのり会 茨城県 0299-69-2222 (障害支援）中台育心園 市町村

455 み 社会福祉法人  美浦村社会福祉協議会 茨城県 029-885-0038 （社協事業） 茨城県

456 み 社会福祉法人  みらい 茨城県 0299-93-5444 （保育所）ぴよぴよ保育園 市町村

457 む 社会福祉法人  むつみ会 茨城県 0299-48-2253 （保育所）太陽保育園 市町村

458 む 社会福祉法人  睦福祉会 茨城県 0296-24-5720 （認定こども園）いずみ保育園 市町村

459 め 社会福祉法人  明岳会 茨城県 029-833-0298 (軽費(ｹｱﾊｳｽ))ピソ天神 市町村

460 め 社会福祉法人  明康会 茨城県 0296-52-5711 （特養）紫雲荘 茨城県

461 め 社会福祉法人  明秀会 茨城県 029-293-6617 （特養）ときわ木園 茨城県

462 め 社会福祉法人  明照福祉会 茨城県 0299-24-3385 （保育所）石岡明照保育園 市町村

 小美玉市鶴田136-5

 筑西市羽方186-1

 かすみがうら市宍倉5696-3

 筑西市海老ヶ島1999

 東茨城郡茨城町若宮393-6

 石岡市府中2-4-9

 つくば市大角豆2012-668

 下妻市本城町3-49

 水戸市開江町1069-7

 鹿嶋市大字中431-20

 稲敷郡美浦村受領1546-1

 神栖市神栖3-11-3

 神栖市平泉2325-1

 結城市結城3073

 鹿嶋市平井1178-20

 神栖市波崎5083-7

 潮来市大生804-556

 水戸市赤塚1－1

 ひたちなか市長砂1561-4

 高萩市安良川269-70

 筑西市松原152-1

 銚子市外川町4-11229 茨城県神栖市矢田部12678-7

 北茨城市中郷町日棚1806-2

 水戸市東原3-2-7

 鉾田市当間228

 古河市磯部1648-1

 久慈郡大子町矢田1251

 つくばみらい市福岡1199

 常陸太田市瑞龍町1425

 坂東市中里1213

 那珂市後台2042-1

 水戸市酒門町4390

 常陸太田市松平町364-1

 守谷市野木崎1931

 水戸市堀町字北ノ前95

 牛久市中央5-5-2

 潮来市洲崎3861-3

 ひたちなか市湊中央1-7-17

 水戸市全隈町1256-7

 古河市上大野698

 東茨城郡茨城町長岡3480-34

 鉾田市湯坪2166-8

 小美玉市下吉影2437-109

 取手市市毛有字宅地付1番

 つくば市高見原2-8-12

 結城市結城7104-1

法人名 主たる事務所の所在地 従たる事務所の所在地 主な事務所等の名称
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No. 記号 電話番号 電話番号 所轄庁

463 め 社会福祉法人  明清会 茨城県 029-898-3661 （障害支援）ほびき園 茨城県

464 め 社会福祉法人  明聖会 茨城県 029-288-3964 （認定こども園）常北保育園 茨城県

465 め 社会福祉法人  明徳福祉会 茨城県 0297-73-0218 （保育所）取手保育園 市町村

466 め 社会福祉法人  めぐみ愛育会 茨城県 029-841-2838 （保育所）めぐみ保育園 茨城県

467 め 社会福祉法人  愛の会 茨城県 0299-23-5211 (軽費(ｹｱﾊｳｽ))ハートピア石岡 茨城県

468 も 社会福祉法人  木犀会 茨城県 0296-73-6620 (軽費(ｹｱﾊｳｽ))悠 茨城県

469 も 社会福祉法人  木風会 茨城県 0299-83-5825 （保育所）子どもの家野草舎 市町村

470 も 社会福祉法人  樅山会 茨城県 0291-37-2155 （特養）樅の木荘 茨城県

471 も 社会福祉法人  百花会 茨城県 0280-98-3265 （保育所）あゆみ保育園 市町村

472 も 社会福祉法人  森田記念会 茨城県 029-354-3711 （特養）さわの森 市町村

473 も 社会福祉法人  森戸福祉会 茨城県 0280-86-5535 （認定こども園）認定こども園はなぶさ 茨城県

474 も 社会福祉法人  守谷市社会福祉協議会 茨城県 0297-45-0088 （社協事業） 市町村

475 や 社会福祉法人  八代会 茨城県 0299-64-2337 （認定こども園）うしぼり園 市町村

476 や 社会福祉法人  矢田部保育園 茨城県 0479-48-1452 （保育所）矢田部保育園 市町村

477 や 社会福祉法人  八千代町社会福祉協議会 茨城県 0296-49-3949 （社協事業） 茨城県

478 や 社会福祉法人  柳川福祉会 茨城県 0479-46-0486 （保育所）柳川保育園 市町村

479 や 社会福祉法人  やはた福祉会 茨城県 0296-43-6309 （保育所）大宝保育園 市町村

480 や 社会福祉法人  大和福祉会 茨城県 0296-24-0698 （認定こども園）大和保育園 市町村

481 や 社会福祉法人  やまびこ 茨城県 0299-36-6611 (特養）談話館 市町村

482 や 社会福祉法人  やまびこの里福祉会 茨城県 029-297-8757 （障害福祉サービス事業）かしの木　城里 茨城県

483 や 社会福祉法人  やまぶきの里 茨城県 0294-74-1901 （障害支援）ピュア里川 市町村

484 や 社会福祉法人  山ゆり会 茨城県 0297-48-7843 （保育所）まつやま保育園 茨城県

485 ゆ 社会福祉法人  友愛会 茨城県 0295-52-1860 （保育所）ひまわり保育園 市町村

486 ゆ 社会福祉法人  友愛福祉会 茨城県 0280-92-0152 （保育所）白梅保育園 市町村

487 ゆ 社会福祉法人  ユーアイ村 茨城県 029-222-1822 （特養）ユーアイの家 市町村

488 ゆ 社会福祉法人  結城市社会福祉協議会 茨城県 0296-33-0225 （社協事業） 市町村

489 ゆ 社会福祉法人  友幸会 茨城県 029-269-1181 障害福祉サービス事業所　かがやき 市町村

490 ゆ 社会福祉法人  雄志会 茨城県 029-288-7200 （特養）グリーンなかさい 茨城県

491 ゆ 社会福祉法人  悠心会 茨城県 029-352-2080 （保育所）あずみの森保育園 市町村

492 ゆ 社会福祉法人  雄仁会 茨城県 0296-54-6727 （保育所）もみの木保育園 市町村

493 ゆ 社会福祉法人  勇成会 茨城県 029-304-4666 （障害支援）ユーカリの里 茨城県

494 ゆ 社会福祉法人  祐徳会 茨城県 029-353-7011 （特養）祐功の館 市町村

495 ゆ 社会福祉法人  ゆっこら 茨城県 0297-85-4301 （障害福祉サービス事業）古城の家 茨城県

496 ゆ 社会福祉法人  夢の種 茨城県 0294-52-1327 （保育所）南高野保育園 市町村

497 よ 社会福祉法人  陽光会 茨城県 0299-26-3508 （保育所）そとの保育園 市町村

498 よ 社会福祉法人  陽康会 茨城県 0295-78-5023 （特養）あいおんの丘大子 茨城県

499 よ 社会福祉法人  陽山会 茨城県 0299-24-0731 （障害支援）大雅荘 市町村

500 よ 社会福祉法人  陽日会 茨城県 0299-26-7327 （保育所）石岡ひまわり保育園 市町村

501 よ 社会福祉法人  よつ葉会 茨城県 029-291-8515 — 市町村

502 り 社会福祉法人  律芯会 茨城県 - — 市町村

503 り 社会福祉法人  リベルテ 茨城県 029-896-5001 （特養）サンホーム真壁 茨城県

504 り 社会福祉法人  竜成園 茨城県 0297-62-2735 （特養）竜成園 市町村

505 り 社会福祉法人  龍ケ崎市社会福祉協議会 茨城県 0297-62-5176 （社協事業） 市町村

506 り 社会福祉法人  亮和会 茨城県 0280-30-1277 （障害福祉サービス事業）サフラン工房 茨城県

507 り 社会福祉法人  緑風会 茨城県 0296-55-1029 (軽費(ｹｱﾊｳｽ))グリーン・ヴィラ 市町村

508 り 社会福祉法人  緑平会 茨城県 0297-35-3715 （特養）延寿館 市町村

 桜川市真壁町田1428

 坂東市長須1188-2

 水戸市吉沢町698-2

 那珂市後台3266-1

 茨城県土浦市真鍋1-13-9

 龍ケ崎市半田町1388

 龍ケ崎市馴柴町834－1

 古河市下辺見1451

 龍ヶ崎市字古城3204

 日立市茂宮町1360-1

 石岡市東大橋1639-2

 久慈郡大子町初原字前ノ沢294

 石岡市三村字長峰2595-2

 石岡市東石岡5-3-30

 水戸市下大野6743-１

 東茨城郡城里町那珂西1483-3

 ひたちなか市中根3327-3

 下妻市半谷430-164

 水戸市下入野町1924-1

 水戸市飯島町1308-1

 常陸太田市内田町字亀田3168

 守谷市本町4210

 常陸大宮市石沢1920-1

 古河市水海2356

 水戸市吉沼町1839-1

 結城市結城7473

 結城郡八千代町菅谷1033

 神栖市柳川1501-2

 下妻市大宝725-1

 筑西市下中山360-10

 石岡市部原784-1

 東茨城郡城里町小勝字大藤1780-22

 古河市上大野2347-1

 ひたちなか市高野字柏野2448

 猿島郡境町若林2342-1

 守谷市大柏954－3

 潮来市上戸1899

 神栖市土合本町4-9809-4

 取手市白山2-975-1

 土浦市烏山5-2263-8

 石岡市根当10888-3

 笠間市鯉淵6266-185

 鹿嶋市大字宮中2321-32

 鉾田市樅山500-1

法人名 主たる事務所の所在地 従たる事務所の所在地 主な事務所等の名称

 かすみがうら市牛渡5513-1

 東茨城郡城里町那珂西1481-17
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509 り 社会福祉法人  凜徳会 茨城県 0296-48-9405 （特養）あしま 市町村

510 ろ 社会福祉法人  ローズマリー学苑 茨城県 029-248-3584 （保育所）ひので保育園 市町村

511 ろ 社会福祉法人  六郷福祉会 茨城県 0297-85-2241 （保育所）たちばな保育園 市町村

512 わ 社会福祉法人  若草会 茨城県 029-888-1883 茨城県

513 わ 社会福祉法人  若竹会 茨城県 029-878-0711 （特養）牛久さくら園 市町村

514 わ 社会福祉法人  若葉会 茨城県 0295-53-3025 （保育所）大宮みのり保育園 茨城県

515 わ 社会福祉法人  わかば福祉会 茨城県 0296-48-0102 （保育所）ひかり保育園 茨城県

516 わ 社会福祉法人  和耕会 茨城県 0297-27-3216 （障害福祉サービス）和耕学園 市町村

517 わ 社会福祉法人  和幸会 茨城県 0298-31-2590 （保育所）白鳥保育園 茨城県

518 わ 社会福祉法人  和順福祉会 茨城県 029-296-3663 （保育所）瓜連保育園 市町村

519 わ 社会福祉法人  和順福祉会 茨城県 0296-55-0295 （保育所）真壁保育園 市町村

520 わ 社会福祉法人  和風会 茨城県 0280-77-3751 （特養）秋明館 市町村

521 わ 社会福祉法人  和楽日会 茨城県 0297-52-1280 （特養）ぬくもり荘 市町村

⑧所得税法施行令第217条第６号に規定する更生保護法人に対する寄附金

No. 記号 電話番号

1 更生保護法人 茨城県更生保護協会 茨城県 水戸市 北見町1-1 029-221-3015

⑨所得税法第78条第３項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

No. 記号 備考

1 公益信託 エコーいばらき環境保全基金 三菱UFJ信託銀行

2 公益信託 筑波銀行愛の社会福祉基金 りそな銀行

3 公益信託 三代奨学基金 三菱UFJ信託銀行

⑩租税特別措置法第41条の18の２に規定する認定特定非営利活動法人に対する寄附金

No. 記号 電話番号

1 あ 特定非営利活動法人 アサザ基金 茨城県 牛久市 南3-4-21 029-871-7166

2 い 特定非営利活動法人 茨城ACLS協会 茨城県 つくば市 春日3-4-10 090-1128-4199

3 い 特定非営利活動法人 茨城ＮＰＯセンター・コモンズ 茨城県 水戸市 大工町1-2-3トモスみとビル４階みとしんビジネスセンターC-1 029-300-4321

4 い 特定非営利活動法人 いばらき子どもの虐待防止ネットワークあい 茨城県 水戸市 大塚町1866-102 029-309-7690

5 え 特定非営利活動法人 NGO　未来の子どもネットワーク 茨城県 龍ヶ崎市 城ノ内3丁目2番地2 0297-62-8932

6 き 特定非営利活動法人 キドックス 茨城県 土浦市 大畑1440 029-846-0661

7 き 特定非営利活動法人 希望 茨城県 古河市 上辺見2710 0280-31-5789

8 き 特定非営利活動法人 共楽館を考える集い 茨城県 日立市 白銀町2-22-28 0294-21-4884

9 ぎ 特定非営利活動法人 GAP総合研究所 茨城県 つくば市 稲荷原2番1号日本農業研究所実験農場事務所内 029-893-4424

10 し 特定非営利活動法人 宍塚の自然と歴史の会 茨城県 土浦市 宍塚1892番8 029-857-1555

11 せ 特定非営利活動法人 青少年の自立を支える会シオン 茨城県 稲敷郡阿見町 うずら野1丁目5番地12 029-843-2282

12 ぜ 特定非営利活動法人 全日本美術家作品保管協会 茨城県 小美玉市 野田1404番地1 0299-58-6588

13 つ 特定非営利活動法人 日本スポーツアカデミー 茨城県 つくば市 竹園3-18-2　E棟2階201番 029-886-3227

14 ど 特定非営利活動法人 動物愛護を考える茨城県民ネットワーク 茨城県 つくば市 二の宮2丁目7番地20 029-851-5580

15 ば 特定非営利活動法人 バージャー病研究所 茨城県 守谷市 立沢980-1 慶友会つくば血管センター内 0297-47-9955

16 み 特定非営利活動法人 水戸こどもの劇場 茨城県 水戸市 見川2-82-11 029-255-0908

17 り 特定非営利活動法人 リヴォルヴ学校教育研究所 茨城県 つくば市 千現1-13-3　パルスグランレジオつくば千現502 -

R2.1.1～R2.12.31

R2.1.1～R2.12.31

R2.11.27～R2.12.31

R2.1.1～R2.12.31

R2.3.27～R2.12.31

R2.1.1～R2.12.31

R2.1.1～R2.12.31

R2.1.1～R2.12.31

R2.1.1～R2.12.31

R2.1.1～R2.12.31

R2.1.1～R2.12.31

R2.1.1～R2.12.31

R2.9.7～R2.12.31

R2.5.12～R2.12.31

R2.1.1～R2.12.31

R2.1.1～R2.12.31

R2.1.1～R2.12.31

法人名 主たる事務所の所在地

 古河市諸川2530-4

 つくばみらい市古川1047

法人名 主たる事務所の所在地

法人名 （参考）受託者

対象期間

 常陸大宮市小野2129-2

 結城郡八千代町平塚3760-2

 常総市坂手町1231-1

 土浦市白鳥町1096-4

 那珂市瓜連1222

 桜川市真壁町古城45

 筑西市下中山360-1

 水戸市元吉田町720-2

 取手市米田字丁張259-1

 稲敷郡阿見町阿見5445-5 （障害福祉サービス）ワークステーション若草園

 牛久市上柏田1-18-4

法人名 主たる事務所の所在地 従たる事務所の所在地 主な事務所等の名称


