
　飯田市・下伊那郡内の寄附金税額控除対象法人等一覧（H31.１月現在）

所在
市町村

所　　在　　地
備　　考

（主な事業所）

　国立大学法人　【所得税法78条２項２号】

信州大学航空宇宙システム研究セン
ター航空機システム部門
（法人名：国立大学法人信州大学）

飯田市
飯田市座光寺3349-1(中校舎2階）
（法人：松本市旭3丁目1番1号）

　地方独立行政法人 【所得税法78条２項３号，所得税法施行令217条１号】

長野県立阿南病院
(法人名:長野県立病院機構)

阿南町

長野県阿南介護老人保健施設
(法人名:長野県立病院機構)

阿南町

　公益社団法人・公益財団法人・特例民法法人 【所得税法78条２項３号，所得税法施行令217条１号の２】

公益社団法人
南信州地域資料センター

飯田市 飯田市育良町２丁目2番地5

公益社団法人　下伊那教育会 飯田市 飯田市仲ノ町303番地1

公益社団法人
飯田広域シルバー人材センター

飯田市 飯田市鼎上山1890-1

公益社団法人
阿南広域シルバ－人材センタ－

阿南町 阿南町西條2333-１

公益社団法人
下伊那西部シルバー人材センター

阿智村 阿智村駒場487-1

公益財団法人
南信州･飯田産業センター

飯田市 飯田市上郷別府3338-8

公益財団法人 飯田市体育協会 飯田市 飯田市松尾明7443

　学校法人（特定公益増進法人の証明を受けているものに限る。） 【所得税法78条２項３号，所得税法施行令217条４号】

入舟認定こども園
（法人名:信濃キリスト教学園)

飯田市
飯田市宮ノ上4730
(法人:長野市松代町松代167)

証明有効期間
H26.10.1～H31.9.30

慈光幼稚園
(法人名:高松学園)

飯田市
飯田市伝馬町2丁目31
(法人:飯田市松尾代田610)

飯田女子高等学校
(法人名:高松学園)

飯田市
飯田市上郷飯沼3135-3
(法人:飯田市松尾代田610)

飯田女子短期大学
(法人名：高松学園)

飯田市
飯田市松尾代田610
(法人:同所)

どんぐり向方小学校
(法人名:どんぐり向方学園)

天龍村
天龍村神原3974
(法人:同所)

どんぐり向方中学校
(法人名:どんぐり向方学園)

天龍村
天龍村神原3974
(法人:同所)

天龍興譲高等学校
(法人名:どんぐり向方学園)

天龍村
天龍村神原3974
(法人:同所)

　社会福祉法人① 【所得税法78条２項３号，所得税法施行令217条５号】

(福)飯田市社会福祉協議会 飯田市 飯田市東栄町3108-1

(福)松川町社会福祉協議会 松川町 松川町元大島2930-12

(福)高森町社会福祉協議会 高森町 高森町山吹3618

(福)阿南町社会福祉協議会 阿南町 阿南町西条709

(福)阿智村社会福祉協議会 阿智村 阿智村駒場483

(福)平谷村社会福祉協議会 平谷村 平谷村383-1

(福)根羽村社会福祉協議会 根羽村 根羽村2131-1

(福)売木村社会福祉協議会 売木村 売木村688-1

(福)天龍村社会福祉協議会 天龍村 天龍村平岡773-2

(福)泰阜村社会福祉協議会 泰阜村 泰阜村3247-3

(福)喬木村社会福祉協議会 喬木村 喬木村6670-1

(福)豊丘村社会福祉協議会 豊丘村 豊丘村大字神稲3039-1

(福)大鹿村社会福祉協議会 大鹿村 大鹿村大河原476-8

阿南町北条2009-1
(法人:長野市南長野幅下692-2)

証明有効期間
H29.12.28～H34.12.27
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　飯田市・下伊那郡内の寄附金税額控除対象法人等一覧（H31.１月現在）

所在
市町村

所　　在　　地
備　　考

（主な事業所）

　社会福祉法人② 【所得税法78条２項３号，所得税法施行令217条５号】

(福)あすなろ会 飯田市 飯田市育良町3丁目15-2 あすなろ保育園

(福)あゆみ会 飯田市 飯田市下久堅南原803-10 グループホーム南原

(福)飯田風越福祉会 飯田市 飯田市丸山町4丁目7537-10 風越寮,風越乳児院

(福)笠松会 飯田市 飯田市大瀬木1103 伊賀良保育園

(福)一陽会 飯田市 飯田市北方3369-1 特養陽だまりの丘

(福)伊那福祉会 飯田市 飯田市上郷黒田236 高松保育園

(福)長姫福祉会 飯田市 飯田市仲ノ町305-6 おさひめチャイルドキャンプ

(福)楓会 飯田市 飯田市箕瀬町2丁目2561-4 はなみずきの郷

(福)萱垣会 飯田市 飯田市鼎一色551 信濃寮,ゆめの郷,赤石寮,光の園

(福)希望の虹 飯田市 飯田市今宮町4丁目5609-2 いずみの家

(福)子供の園 飯田市 飯田市馬場町3丁目501-１ 飯田子供の園保育園

(福)慈光福祉会 飯田市 飯田市宮の前4410-1 慈光保育園,慈光松尾保育園

(福)下伊那社会福祉会 飯田市 飯田市追手町2丁目678 阿智温泉療護園,慈恵園,高森荘

(福)白鳥会 飯田市 飯田市中央通り2丁目9番地 飯田中央保育園,育良保育園

(福)洗心会 飯田市 飯田市山本600-1 さくら保育園

(福)たちばな会 飯田市 飯田市箕瀬町1丁目2453 飯田仏教保育園

(福)千代しゃくなげの会 飯田市 飯田市千代932-5 千代保育園,千栄分園

(福)八反田 飯田市 飯田市上郷飯沼477-1 ケアハウスかみさと

(福)ぽけっと 飯田市 飯田市白山通り1丁目310-1 介護事業･グループホーム

(福)松美会 飯田市 飯田市時又329 時又保育園

(福)みなみ信州 飯田市 飯田市鼎中平2009-5 介護事業･グループホーム

(福)明星会 飯田市 飯田市駄科2250 明星保育園,明星学園

(福)ゆいの里 飯田市 飯田市龍江7159-1 特養ゆい

(福)悠水会 飯田市 飯田市毛賀1681-10 飯田市中部デイサービスセンター

(福)和順福祉会 飯田市 飯田市丸山町2丁目6728 風越保育園,羽場保育園

(福)綿半野原積善会 飯田市 飯田市三日市場2100 特養かざこしの里,ヴィラ緑風苑 他

(福)アンサンブル会 松川町 松川町元大島1339-1 アンサンブル松川

(福)親愛の里 松川町 松川町元大島1593-1 親愛の里松川 他

(福)白百合福祉会 高森町 高森町吉田2316-7 吉田河原保育園

(福)まどか 高森町 高森町牛牧1968-15 特養グランスマイル

(福)ひだまりの郷あなん 阿南町 阿南町北條1580 阿南学園

(福)サンあなん 阿南町 阿南町北條413 特養阿南荘,阿南富草寮

(福)夢のつばさ 阿智村 阿智村大字春日3291-4 夢のつばさ

(福)信濃こぶし会 豊丘村 豊丘村神稲4026-1 こぶし園 他

(福)林の杜 豊丘村 豊丘村神稲4176 はやしの杜

　認定ＮＰＯ法人 【租税特別措置法41条の18】

日本武道総合格闘技連盟 飯田市 飯田市上郷黒田5530
認定有効期間
H27.10.22～H30.10.21

びすけっと 高森町 高森町下市田2980-1
認定有効期間
H30.1.22～H35.1.21
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