
２　特定公益増進法人への寄附金

（４）公益財団法人及び公益社団法人

種　別 法人・団体名
主たる
事務所

番号 種　別 法人・団体名
主たる
事務所

番号

（公財）山形美術館 山形市 1 （公財） 山形県暴力追放運動推進センター 山形市 39

（公財）克念社 鶴岡市 2 （公社） 天童市シルバー人材センター 天童市 40

（公財）
マエタテクノロジーリサーチファン
ド

酒田市 3 （公社） 東置賜シルバー人材センター 高畠町 41

（公財）自頼奨学財団 米沢市 4 （公財） 山形市スポーツ協会 山形市 42

（公社）
山形県私立幼稚園・認定こども園協
会

山形市 5 （公財） 最上育英会 新庄市 43

（公財）前田体育振興基金 酒田市 6 （公社） 上山市シルバー人材センター 上山市 44

（公社）山形県私立学校総連合会 山形市 7 （公社） 鶴岡青年会議所 鶴岡市 45

（公財）三浦新七博士記念会 山形市 8 （公財） 東根市スポーツ協会 東根市 46

（公社）山形県防犯協会連合会 山形市 9 （公社） 天童青年会議所 天童市 47

（公財）斎藤茂吉記念館 上山市 10 （公社） 村山青年会議所 村山市 48

（公社）新庄青年会議所 新庄市 11 （公社） 山形県食品衛生協会 山形市 49

（公財）鶴信村田育英会 鶴岡市 12 （公財） 上山城郷土資料館 上山市 50

（公財）蟹仙洞 上山市 13 （公財） 出羽桜美術館 天童市 51

（公社）山形県看護協会 山形市 14 （公財） 山新放送愛の事業団 山形市 52

（公財）東北振興研修所 鶴岡市 15 （公財） 農村文化研究所 米沢市 53

（公財）弦地域文化支援財団 山形市 16 （公財） 山形県生涯学習文化財団 山形市 54

（公財）山形県産業技術振興機構 山形市 17 （公社） べにばな霊園 山形市 55

（公財）鶴岡信用金庫学事体育振興基金 鶴岡市 18 （公財） 致道博物館 鶴岡市 56

（公財）山形県総合社会福祉基金 山形市 19 （公社） 山形県宅地建物取引業協会 山形市 57

（公財）さかた文化財団 酒田市 20 （公財） 山形県埋蔵文化財センター 上山市 58

（公財）やまがた森林と緑の推進機構 山形市 21 （公財） 山形県スポーツ協会 山形市 59

（公財）山形県国際交流協会 山形市 22 （公社） 鶴岡市シルバー人材センター 鶴岡市 60

（公社）上山青年会議所 上山市 23 （公社） 山形県シルバー人材センター連合会 山形市 61

（公社）
山形県公共嘱託登記土地家屋調査士
協会

山形市 24 （公財） やまがた農業支援センター 山形市 62

（公社）米沢青年会議所 米沢市 25 （公社） 寒河江市シルバー人材センター 寒河江市 63

（公社）長井青年会議所 長井市 26 （公財） 藤島文化スポーツ事業団 鶴岡市 64

（公社）山形県水質保全協会 東根市 27 （公社） 東根市シルバー人材センター 東根市 65

（公財）ヤマザワ教育振興基金 山形市 28 （公財） 真知社育英会 鶴岡市 66

（公財）羽黒育英会 鶴岡市 29 （公社） 鶴岡法人会 鶴岡市 67

（公財）浜田広介記念館 高畠町 30 （公財） 米沢上杉文化振興財団 米沢市 68

（公社）村山法人会 村山市 31 （公社） 山辺町シルバー人材センター 山辺町 69

（公社）新庄法人会 新庄市 32 （公社） 酒田法人会 酒田市 70

（公財）やまがた教育振興財団 山形市 33 （公社）
新庄・最上地域シルバー人材セン
ター

新庄市 71

（公社）寒河江青年会議所 寒河江市 34 （公社） 酒田市シルバー人材センター 酒田市 72

（公財）村山同郷会 山形市 35 （公社） 長井法人会 長井市 73

（公財）荘内育英会 酒田市 36 （公社） 河北町シルバー人材センター 河北町 74

（公社）長井教育会 長井市 37 （公財） 山形大学産業研究所 米沢市 75

（公財）山形県生活衛生営業指導センター 山形市 38 （公財） 山形県勤労者育成教育基金協会 山形市 76



種　別 法人・団体名
主たる
事務所

番号 種　別 法人・団体名
主たる
事務所

番号

（公社）村山市シルバー人材センター 村山市 77 （公財） 石山つぎメモリアル・ファンド 米沢市 109

（公財）近野教育振興会 米沢市 78 （公財） 山形銀行学事振興基金 山形市 110

（公財）山形県臓器移植推進機構 山形市 79 （公財） 出羽庄内国際交流財団 鶴岡市 111

（公社）南陽市シルバー人材センター 南陽市 80 （公財） 長谷川学事奨励基金 山形市 112

（公社）山形市シルバー人材センター 山形市 81 （公社） 山形県トラック協会 天童市 113

（公社）やまがた被害者支援センター 山形市 82 （公財） 宮坂考古館 米沢市 114

（公社）米沢法人会 米沢市 83 （公財） 山形県企業振興公社 山形市 115

（公社）
長井・西置賜地域シルバー人材セン
ター

長井市 84 （公財） 山形県市町村振興協会 山形市 116

（公社）尾花沢市シルバー人材センター 尾花沢市 85 （公財） 山寺霊園 山形市 117

（公社）米沢教育会 米沢市 86 （公財） 山形県立米沢商業高等学校後援会 米沢市 118

（公社）山形青年会議所 山形市 87 （公財） 山形県建設技術センター 山形市 119

（公財）天童市文化・スポーツ振興事業団 天童市 88 （公財） 庄内地域産業振興センター 鶴岡市 120

（公財）やまがた健康推進機構 山形市 89 （公社） 酒田実業高校育英会 酒田市 121

（公財）本間美術館 酒田市 90 （公財） 黒川能保存会 鶴岡市 122

（公社）山形県観光物産協会 山形市 91 （公財） 山形東高奨学会 山形市 123

（公社）寒河江法人会 寒河江市 92 （公社） 山形県青果物生産出荷安定基金協会 山形市 124

（公社）山形県スポーツ振興２１世紀協会 天童市 93 （公財） 酒田市スポーツ協会 酒田市 125

（公社）山形交響楽協会 山形市 94 （公財） 清河八郎記念館 庄内町 126

（公社）米沢市シルバー人材センター 米沢市 95 （公社） 山形県柔道整復師会 山形市 127

（公社）山形県畜産協会 山形市 96 （公社） 山形法人会 山形市 128

（公財）山形県アイバンク 山形市 97 （公社） 山形県社会福祉振興会 山形市 129

（公社）山形県栄養士会 山形市 98 （公財） 荘内南洲会 酒田市 130

（公財）山形霊園 山形市 99 （公財） アガペー財団 米沢市 131

（公社）山形県私学退職基金社団 山形市 100 （公財） 庄内能楽館 酒田市 132

（公財）山形県水産振興協会 鶴岡市 101 （公財） エンドー学事振興会 山形市 133

（公財）山形市文化振興事業団 山形市 102 （公財） 鈴木育英会 山形市 134

（公社）山形県獣医師会 山形市 103 （公財） 和煦悠揚館 山形市 135

（公財）時尚奨学会 米沢市 104 （公財） きらやか日新財団 天童市 136

（公財）東根育英会 東根市 105 （公財） 山形県学校給食会 山形市 137

（公財）作谷沢振興会 山辺町 106

（公財）山形庶民佐久間基金 山形市 107

（公社）山形県公共嘱託登記司法書士協会 山形市 108

※　山形県総務部税政課において把握している法人・団体名等を記載しております。
　　 上表に寄附先の法人・団体名の記載がない場合でも、該当する場合があります
     ので、詳しくは寄附先として検討している各法人・団体にお問い合わせください。


