
２　特定公益増進法人への寄附金

（７）社会福祉法人

　① 県内の社会福祉法人

(福) 山形県社会福祉協議会 山形市 1 (福) 法音会 米沢市 54
(福) 山形県共同募金会 山形市 2 (福) 照護会 米沢市 55
(福) 山形いのちの電話 山形市 3 (福) 米沢明星会 米沢市 56
(福) 山形県社会福祉事業団 山形市 4 (福) 思恩会 鶴岡市 57
(福) 山形県コロニー協会 山形市 5 (福) 櫛引福寿会 鶴岡市 58
(福) 山形県身体障害者福祉協会 山形市 6 (福) 羽黒百寿会 鶴岡市 59
(福) 山形市社会福祉事業団 山形市 7 (福) 一幸会 鶴岡市 60
(福) 山形公和会 山形市 8 (福) 朝日ぶなの木会 鶴岡市 61
(福) 妙光福祉会 山形市 9 (福) めぐみ会 鶴岡市 62
(福) 敬寿会 山形市 10 (福) 山形虹の会 鶴岡市 63
(福) 輝きの会 山形市 11 (福) ふじの里 鶴岡市 64
(福) やまがた市民福祉会 山形市 12 (福) 恵泉会 鶴岡市 65
(福) 山形 山形市 13 (福) いなほの会 鶴岡市 66
(福) 七日町こまくさ会 山形市 14 (福) 共生 鶴岡市 67
(福) 慈風会 山形市 15 (福) 月山福祉会 鶴岡市 68
(福) 豊裕会 山形市 16 (福) 親和会 鶴岡市 69
(福) 福寿会 山形市 17 (福) かくほう 鶴岡市 70
(福) いずみノ杜 山形市 18 (福) 創奏の里 鶴岡市 71
(福) ユトリア会 山形市 19 (福) 大山佛教慈善団 鶴岡市 72
(福) 慈福会 山形市 20 (福) 栄保育会 鶴岡市 73
(福) 歓友会 山形市 21 (福) 大泉保育会 鶴岡市 74
(福) 清桜会 山形市 22 (福) 湯田川保育会 鶴岡市 75
(福) 愛泉会 山形市 23 (福) 道形保育会 鶴岡市 76
(福) さくらんぼの里 山形市 24 (福) 新形愛育会 鶴岡市 77
(福) 友愛会 山形市 25 (福) 民田保育会 鶴岡市 78
(福) ざおう福祉会 山形市 26 (福) 上郷保育会 鶴岡市 79
(福) ほのぼの会 山形市 27 (福) 田川保育会 鶴岡市 80
(福) 手をつなぐ会 山形市 28 (福) 和順会 鶴岡市 81
(福) キンダー伸誠会 山形市 29 (福) 立正会 鶴岡市 82
(福) ほほえみ福祉会 山形市 30 (福) 三瀬保育会 鶴岡市 83
(福) 木の実会 山形市 31 (福) 黄金保育会 鶴岡市 84
(福) 賢和会 山形市 32 (福) あつみ福祉会 鶴岡市 85
(福) 陣場福祉会 山形市 33 (福) 地の塩会 鶴岡市 86
(福) 山形福祉会 山形市 34 (福) 湯野浜・松並保育会 鶴岡市 87
(福) たんぽぽ会 山形市 35 (福) 京田保育会 鶴岡市 88
(福) チトセ会 山形市 36 (福) 恵愛会 鶴岡市 89
(福) 南山形愛育会 山形市 37 (福) はぐくみ会 鶴岡市 90
(福) 金井嶋育成会 山形市 38 (福) 酒田報恩会 酒田市 91
(福) 山形もがみ会 山形市 39 (福) 幾久栄会 酒田市 92
(福) 育愛会 山形市 40 (福) 光風会 酒田市 93
(福) 敬愛信の会 山形市 41 (福) 平田厚生会 酒田市 94
(福) 米沢仏教興道会 米沢市 42 (福) 友和会 酒田市 95
(福) 緑成会 米沢市 43 (福) さくら福祉会 酒田市 96
(福) 米沢弘和会 米沢市 44 (福) 正覚会 酒田市 97
(福) あづま会 米沢市 45 (福) かたばみ会 酒田市 98
(福) 回春堂 米沢市 46 (福) 本楯たちばな会 酒田市 99
(福) 敬友会 米沢市 47 (福) 庄内福祉会 酒田市 100
(福) 仁慈の会 米沢市 48 (福) 酒田福祉会 酒田市 101
(福) にじの家 米沢市 49 (福) 明松会 酒田市 102
(福) 米沢栄光の里 米沢市 50 (福) 酒田市あすなろ福祉会 酒田市 103
(福) 米沢中央保育園 米沢市 51 (福) 南遊佐協会 酒田市 104
(福) 山上保育園 米沢市 52 (福) 東平田福祉会 酒田市 105
(福) ましみず会 米沢市 53 (福) 十坂協会 酒田市 106

（次頁へ）
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　① 県内の社会福祉法人 （前頁より）

(福) 北平田協会 酒田市 107 (福) なかよし愛育会 東根市 161
(福) あすなろ会 酒田市 108 (福) 太陽会 東根市 162
(福) 小鳩協会 酒田市 109 (福) こども未来創生会 東根市 163
(福) 中平田協会 酒田市 110 (福) 徳良会 尾花沢市 164
(福) 双葉協会 酒田市 111 (福) 尾花沢福祉会 尾花沢市 165
(福) 西荒瀬協会 酒田市 112 (福) ひまわり愛育会 尾花沢市 166
(福) こどもの森協会 酒田市 113 (福) 南陽恵和会 南陽市 167
(福) 酒田保育協会 酒田市 114 (福) 南陽 南陽市 168
(福) 新寿会 新庄市 115 (福) 陽光会 南陽市 169
(福) 新庄かつろく会 新庄市 116 (福) ヴォーチェ 南陽市 170
(福) 友愛の里 新庄市 117 (福) 双葉会 南陽市 171
(福) 最上栴檀会 新庄市 118 (福) 悠愛会 山辺町 172
(福) みらい 新庄市 119 (福) 中山福祉会 中山町 173
(福) 平和春秋会 新庄市 120 (福) 河北福祉会 河北町 174
(福) 松寿会 寒河江市 121 (福) 西川保健福祉会 西川町 175
(福) 悠々会 寒河江市 122 (福) 朝日町福祉会 朝日町 176
(福) すばる 寒河江市 123 (福) 朝日敬慎会 朝日町 177
(福) さくらんぼ共生会 寒河江市 124 (福) あさひ会 朝日町 178
(福) 寒河江学園 寒河江市 125 (福) 碧水会 大江町 179
(福) 笑桃の会 寒河江市 126 (福) あゆみ会 大江町 180
(福) 美仙会 寒河江市 127 (福) 峻嶺会 大江町 181
(福) 寒河江あおぞら保育園 寒河江市 128 (福) 敬天会 大石田町 182
(福) 偕寿会 上山市 129 (福) ふたば保育園 大石田町 183
(福) みゆき福祉会 上山市 130 (福) 金山厚生会 金山町 184
(福) 上山翔泉会 上山市 131 (福) 陽だまり 金山町 185
(福) 走翔会 上山市 132 (福) 豊寿会 最上町 186
(福) 鶴翔会 上山市 133 (福) 千宏会 最上町 187
(福) 育子会 上山市 134 (福) 舟和会 舟形町 188
(福) 村山光厚生会 村山市 135 (福) まむろ川福祉会 真室川町 189
(福) 慈敬会 村山市 136 (福) 真室川こども園 真室川町 190
(福) 長井福祉会 長井市 137 (福) 大蔵福祉会 大蔵村 191
(福) 長井弘徳会 長井市 138 (福) 鮭川厚生会 鮭川村 192
(福) すぎな会 長井市 139 (福) 清流会 戸沢村 193
(福) 若葉会 長井市 140 (福) 松風会 高畠町 194
(福) 白山優心会 長井市 141 (福) ゆい三友 高畠町 195
(福) あおぞら会 長井市 142 (福) 高畠仏教昭和会 高畠町 196
(福) 奎星学園星の子保育園 長井市 143 (福) 高畠三恵会 高畠町 197
(福) 山形県玉葉会 天童市 144 (福) 川西福祉会 川西町 198
(福) 天童福祉厚生会 天童市 145 (福) 緑愛会 川西町 199
(福) 睦会 天童市 146 (福) 小国福祉会 小国町 200
(福) 羽陽の里 天童市 147 (福) 白百合保育園 小国町 201
(福) みらい 天童市 148 (福) 愛育福祉会 小国町 202
(福) つるかめ 天童市 149 (福) 白鷹福祉会 白鷹町 203
(福) 天童まいづる会 天童市 150 (福) そうめい会 白鷹町 204
(福) 小百合保育園 天童市 151 (福) 白鷹こぶし会 白鷹町 205
(福) つばさ会 天童市 152 (福) 白鷹会 白鷹町 206
(福) 星和学園 天童市 153 (福) いいで福祉会 飯豊町 207
(福) にこにこ子どもの家 天童市 154 (福) いいでめざみの里福祉会 飯豊町 208
(福) つくし保育園 天童市 155 (福) けやき 三川町 209
(福) 虹の会 天童市 156 (福) のどか 三川町 210
(福) 東根福祉会 東根市 157 (福) 立川厚生会 庄内町 211
(福) 明東会 東根市 158 (福) みのり福祉会 庄内町 212
(福) たいよう福祉会 東根市 159 (福) 和心 庄内町 213
(福) あゆみ育成会 東根市 160 (福) 遊佐厚生会 遊佐町 214
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　② 県外の社会福祉法人

(福) 恩賜財団済生会支部山形県済生会 山形市 215 (福) 牧人会
福島県
西郷村

216

（２団体）

　③ 市町村の社会福祉協議会

(福) 山形市社会福祉協議会 山形市 217 (福) 河北町社会福祉協議会 河北町 235
(福) 米沢市社会福祉協議会 米沢市 218 (福) 大石田町社会福祉協議会 大石田町 236
(福) 鶴岡市社会福祉協議会 鶴岡市 219 (福) 舟形町社会福祉協議会 舟形町 237
(福) 酒田市社会福祉協議会 酒田市 220 (福) 大蔵村社会福祉協議会 大蔵村 238
(福) 新庄市社会福祉協議会 新庄市 221 (福) 戸沢村社会福祉協議会 戸沢村 239
(福) 寒河江市社会福祉協議会 寒河江市 222 (福) 鮭川村社会福祉協議会 鮭川村 240
(福) 上山市社会福祉協議会 上山市 223 (福) 真室川町社会福祉協議会 真室川町 241
(福) 村山市社会福祉協議会 村山市 224 (福) 金山町社会福祉協議会 金山町 242
(福) 長井市社会福祉協議会 長井市 225 (福) 最上町社会福祉協議会 最上町 243
(福) 天童市社会福祉協議会 天童市 226 (福) 高畠町社会福祉協議会 高畠町 244
(福) 東根市社会福祉協議会 東根市 227 (福) 川西町社会福祉協議会 川西町 245
(福) 尾花沢市社会福祉協議会 尾花沢市 228 (福) 白鷹町社会福祉協議会 白鷹町 246
(福) 南陽市社会福祉協議会 南陽市 229 (福) 飯豊町社会福祉協議会 飯豊町 247
(福) 中山町社会福祉協議会 中山町 230 (福) 小国町社会福祉協議会 小国町 248
(福) 山辺町社会福祉協議会 山辺町 231 (福) 三川町社会福祉協議会 三川町 249
(福) 大江町社会福祉協議会 大江町 232 (福) 庄内町社会福祉協議会 庄内町 250
(福) 朝日町社会福祉協議会 朝日町 233 (福) 遊佐町社会福祉協議会 遊佐町 251

(福) 西川町社会福祉協議会 西川町 234 （３５団体）

※　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。
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