
三重県社会福祉法人地域公益活動
みえ福祉の「わ」創造事業　参画社会福祉法人一覧 令和2年7月31日

法人所在地 法人名 法人所在地 法人名

桑名市 アパティア福祉会 鈴鹿市 天年会

桑名市 九華福祉会 鈴鹿市 和順会

桑名市 耕逸山児童福祉協会 亀山市 安全福祉会

桑名市 のぞみの里 亀山市 希望の里

桑名市 花園福祉会 亀山市 如水会

桑名市 日の出福祉会 亀山市 なぎ

桑名市 星川福祉会 津市 アイ・ティ・オー福祉会

桑名市 町屋福祉会 津市 あけあい会

桑名市 柚井児童福祉会 津市 ウェルケア

いなべ市 翠明院 津市 絆

いなべ市 モモ 津市 敬愛会

いなべ市 竜岳福祉会 津市 こしば福祉会

木曽岬町 慈幸会 津市 里山学院

東員町 いずみ 津市 サンフラワークラブ

四日市市 あがた福祉会 津市 島井福祉会

四日市市 永甲会 津市 真盛学園

四日市市 風薫会 津市 実践

四日市市 鐘和 津市 自由学苑福祉会

四日市市 宏育会 津市 寿泉会

四日市市 青山里会 津市 すぎのこ福祉会

四日市市 聖母の家 津市 青松園

四日市市 富田浜福祉会 津市 清泉福祉会

四日市市 ぬくもり結の里 津市 聖マッテヤ会

四日市市 三重ワイエムシイエイ福祉会 津市 洗心福祉会

四日市市 一二三会 津市 正寿会

四日市市 フジ福祉会 津市 素問会

四日市市 ユートピア 津市 諦聴会

四日市市 四日市厚生会 津市 高田真善会

菰野町 菰野陽気園 津市 高田福祉事業協会

菰野町 三和福祉会 津市 ちどり会

菰野町 千草きらら会 津市 津栄社会福祉事業協会

菰野町 檜の里 津市 津市社会福祉事業団

川越町 よつば会 津市 津福祉会

鈴鹿市 愛児の会 津市 白壽会

鈴鹿市 伊勢亀鈴会 津市 はまゆう会

鈴鹿市 いそやま会 津市 三重県厚生事業団

鈴鹿市 久間田福祉会 津市 三重清暉会

鈴鹿市 けやき福祉会 津市 三重ベタニヤ

鈴鹿市 志生会 津市 みどり自由学園

鈴鹿市 ジェイエイみえ会 津市 明光会

鈴鹿市 慈童会 津市 桃郷福祉会

鈴鹿市 鈴風会 津市 友睦

鈴鹿市 鈴鹿福祉会 津市 夢の郷

鈴鹿市 三鈴会 津市 若草福祉会
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松阪市 愛恵会 熊野市 杏南会

松阪市 カトリック三重カリタス会 熊野市 清光会

松阪市 三央会 熊野市 紀和会

松阪市 聖ヨゼフ会松阪 御浜町 エイジハウス

松阪市 長寿会 奈良県 天理

松阪市 フレンド 桑名市 桑名市社会福祉協議会

松阪市 ベテスタ 木曽岬町 木曽岬町社会福祉協議会

松阪市 まつさか福祉会 東員町 東員町社会福祉協議会

松阪市 三重高齢者福祉会 いなべ市 いなべ市社会福祉協議会

松阪市 むつみ福祉会 四日市市 四日市市社会福祉協議会

多気町 育心会 菰野町 菰野町社会福祉協議会

多気町 笠木御所桜会 朝日町 朝日町社会福祉協議会

多気町 斎宮会 川越町 川越町社会福祉協議会

多気町 聖和福祉会 鈴鹿市 鈴鹿市社会福祉協議会

大台町 キングスガーデン三重 亀山市 亀山市社会福祉協議会

伊勢市 福徳会 津市 津市社会福祉協議会

伊勢市 まほろばの里 松阪市 松阪市社会福祉協議会

鳥羽市 あしたば福祉会 多気町 多気町社会福祉協議会

志摩市 恒心福祉会 明和町 明和町社会福祉協議会

志摩市 真心の会 大台町 大台町社会福祉協議会

志摩市 百楽の会 伊勢市 伊勢市社会福祉協議会

玉城町 ゆり 鳥羽市 鳥羽市社会福祉協議会

度会町 吉清会 玉城町 玉城町社会福祉協議会

度会町 三重豊生会 度会町 度会町社会福祉協議会

南伊勢町 南勢かえで福祉会 大紀町 大紀町社会福祉協議会

南伊勢町 清潮会 南伊勢町 南伊勢町社会福祉協議会

伊賀市 青山福祉会 志摩市 志摩市社会福祉協議会

伊賀市 あやまユートピア 伊賀市 伊賀市社会福祉協議会

伊賀市 伊賀市社会事業協会 名張市 名張市社会福祉協議会

伊賀市 伊賀昴会 尾鷲市 尾鷲市社会福祉協議会

伊賀市 いがほくぶ 紀北町 紀北町社会福祉協議会

伊賀市 維雅幸育会 熊野市 熊野市社会福祉協議会

伊賀市 敬親会 御浜町 御浜町社会福祉協議会

伊賀市 恵成会 紀宝町 紀宝町社会福祉協議会

伊賀市 福寿会 津市 三重県社会福祉協議会

名張市 グリーンセンター福祉会

名張市 こもはら福祉会

名張市 弘仁会

名張市 名張育成会 ※順不同

名張市 名張厚生協会 ※参画社会福祉法人数　　164法人

名張市 任天会 ※参画申込基金拠出口数　  567口
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