
（令和４年９月６日時点）

１ 国⽴⼤学法⼈
【対象となる寄附⾦】

法⼈名 所在地
国⽴⼤学法⼈
東京工業⼤学

東京都⽬⿊区⼤岡⼭⼆丁⽬12番１号 平成21年１⽉１⽇から

国⽴⼤学法⼈
筑波⼤学

茨城県つくば市天王台一丁⽬１番１ 平成21年１⽉１⽇から

国⽴⼤学法⼈
総合研究⼤学院⼤学

三浦郡葉⼭町上⼭⼝字間⾨1560－35 平成21年１⽉１⽇から

国⽴⼤学法⼈
東京⼤学

東京都文京区本郷七丁⽬３番１号 平成21年１⽉１⽇から

国⽴⼤学法⼈
横浜国⽴⼤学

横浜市保土ケ谷区常盤台79番１号 平成21年１⽉１⽇から

国⽴⼤学法⼈
東京芸術⼤学

東京都台東区上野公園12番８号 平成21年１⽉１⽇から

国⽴⼤学法⼈
一橋⼤学

東京都国⽴市中⼆丁⽬１番地 平成23年１⽉１⽇から

２ 公⽴⼤学法⼈
【対象となる寄附⾦】

法⼈名 所在地
公⽴⼤学法⼈
横浜市⽴⼤学

横浜市⾦沢区瀬⼾22番２号 平成21年１⽉１⽇から

３ 独⽴⾏政法⼈
【対象となる寄附⾦】

法⼈名 所在地
独⽴⾏政法⼈
⽇本スポーツ振興センター

東京都港区北⻘⼭⼆丁⽬８番35号 平成21年１⽉１⽇から

独⽴⾏政法⼈
環境再生保全機構

川崎市幸区⼤宮町1310番 平成21年１⽉１⽇から

独⽴⾏政法⼈
⽇本学生支援機構

横浜市緑区⻑津⽥町4259番地 平成21年１⽉１⽇から

独⽴⾏政法⼈
航海訓練所

横浜市中区北仲通五丁⽬57番地
平成21年１⽉１⽇から
平成28年４⽉１⽇まで

独⽴⾏政法⼈
国⽴特別支援教育総合研究所

横須賀市野比五丁⽬１番１号 平成21年１⽉１⽇から

国⽴研究開発法⼈
理化学研究所

埼玉県和光市広沢２番１号 平成22年１⽉１⽇から

独⽴⾏政法⼈
国⽴病院機構

東京都⽬⿊区東が丘⼆丁⽬５番21号 平成26年１⽉１⽇から

独⽴⾏政法⼈
海技教育機構

横浜市中区北仲通五丁⽬57番地 平成29年１⽉１⽇から

国⽴研究開発法⼈
海洋研究開発機構

横須賀市夏島町２番地15 平成31年１⽉１⽇から

 次表に掲げる法⼈の主たる⽬的である業務に関連する寄附⾦（神奈川県の区域外における施設の建設等のための費⽤に充てるために支出された寄附⾦
を除く。）

寄附先 寄附⾦の⽀出の期間

寄附先 寄附⾦の⽀出の期間

日本司法支援センター
公益社団法人および公益財団法人（社団法人および財団法人）　（108法人）
学校法人　（79法人）
社会福祉法人　（147法人）
更生保護法人　（４法人）
特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）　（159法人）

 次表に掲げる法⼈に対する寄附⾦で、国⽴⼤学法⼈法第22条第１項第１号から第５号までに掲げる業務に充てられるもの（神奈川県の区域外における
施設の建設等のための費⽤に充てるために支出された寄附⾦を除く。）

寄附先 寄附⾦の⽀出の期間

 次表に掲げる法⼈に対する寄附⾦で、地⽅独⽴⾏政法⼈法第21条第２号に掲げる業務に充てられるもの（神奈川県の区域外における施設の建設等のた
めの費⽤に充てるために支出された寄附⾦を除く。）

地方独立行政法人　（１法人）

県が条例で指定する個⼈県⺠税の寄附⾦税額控除の対象となる寄附先の一覧表

〔寄附先一覧〕
国立大学法人　（７法人）
公立大学法人　（１法人）
独立行政法人　（９法人）
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４ 地⽅独⽴⾏政法⼈
【対象となる寄附⾦】

法⼈名 所在地
地⽅独⽴⾏政法⼈
神奈川県⽴病院機構

横浜市中区本町⼆丁⽬2２番地 平成22年４⽉１⽇から

【対象となる寄附⾦】

法⼈名 所在地
⽇本司法支援センター 東京都中野区本町一丁⽬32番２号ハーモニータワー８階 平成21年１⽉１⽇から

【対象となる寄附⾦】

法⼈名 所在地
公益財団法⼈
放送番組センター

平成25年１⽉１⽇から

財団法⼈
放送番組センター

平成21年１⽉１⽇から
平成24年３⽉31⽇まで

公益財団法⼈
神奈川科学技術アカデミー

平成25年４⽉１⽇から

財団法⼈
神奈川科学技術アカデミー

平成21年１⽉１⽇から
平成25年３⽉31⽇まで

財団法⼈
岩本育英会

相模原市中央区中央⼆丁⽬11番15号（相模原市役所内）
平成21年１⽉１⽇から
平成24年７⽉28⽇まで

公益財団法⼈
横浜市芸術文化振興財団

横浜市中区⼭下町２番地 平成21年７⽉１⽇から

財団法⼈
横浜市芸術文化振興財団

横浜市中区北仲通四丁⽬40番地
平成21年１⽉１⽇から
同年６⽉30⽇まで

公益財団法⼈
平⼭郁夫シルクロード美術館

平成22年７⽉１⽇から

財団法⼈
平⼭郁夫シルクロード美術館

平成21年１⽉１⽇から
平成22年３⽉12⽇まで

公益財団法⼈
起業家支援財団

横浜市中区北仲通三丁⽬33番地 平成22年４⽉１⽇から

公益財団法⼈
かわさき市⺠活動センター

川崎市中原区新丸子東三丁⽬1100番地12 平成22年７⽉１⽇から

公益財団法⼈
神奈川難病研究財団

平成22年８⽉10⽇から
平成24年８⽉31⽇まで

財団法⼈
神奈川難病財団

平成21年１⽉１⽇から
平成22年８⽉９⽇まで

公益財団法⼈
相模中央化学研究所

平成22年４⽉１⽇から

財団法⼈
相模中央化学研究所

平成21年１⽉１⽇から
平成22年１⽉11⽇まで

公益財団法⼈
オイスカ

平成23年２⽉１⽇から

財団法⼈
オイスカ

平成22年１⽉１⽇から
平成23年１⽉31⽇まで

公益社団法⼈
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

平成23年４⽉１⽇から

社団法⼈
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

平成21年１⽉１⽇から
平成23年３⽉31⽇まで

公益財団法⼈
平岡環境科学研究所

平成23年４⽉１⽇から

財団法⼈
平岡環境科学研究所

平成21年１⽉１⽇から
平成23年３⽉31⽇まで

公益財団法⼈
⽇本ユニセフ協会

平成23年４⽉１⽇から

財団法⼈
⽇本ユニセフ協会

平成21年１⽉１⽇から
平成23年３⽉31⽇まで

公益財団法⼈
⽇本盲導犬協会

平成22年11⽉１⽇から

財団法⼈
⽇本盲導犬協会

平成21年１⽉１⽇から
平成22年10⽉31⽇まで

公益財団法⼈
鎌倉風致保存会

鎌倉市扇ガ谷四丁⽬29番１号 平成23年４⽉１⽇から

公益財団法⼈
帆船⽇本丸記念財団

横浜市⻄区みなとみらい⼆丁⽬１番１号 平成23年６⽉１⽇から

公益財団法⼈
神奈川文学振興会

横浜市中区⼭手町110番地 平成23年４⽉１⽇から

公益財団法⼈
⽇本野鳥の会

平成23年４⽉１⽇から

財団法⼈
⽇本野鳥の会

平成21年１⽉１⽇から
平成23年３⽉31⽇まで

公益財団法⼈
登⼾学寮

川崎市多摩区枡形六丁⽬６番１号 平成23年８⽉１⽇から

公益財団法⼈
東京応化科学技術振興財団

平成23年10⽉３⽇から

財団法⼈
東京応化科学技術振興財団

平成21年11⽉27⽇から
平成23年10⽉２⽇まで

綾瀬市早川2743番地１

東京都杉並区和泉⼆丁⽬17番５号

東京都千代⽥区内神⽥⼆丁⽬８番４号⼭⽥ビル４階

相模原市緑区原宿五丁⽬15番６号

東京都港区⾼輪四丁⽬６番12号

横浜市港北区新吉⽥町6001番９

東京都品川区⻄五反⽥三丁⽬９番23号丸和ビル

川崎市中原区中丸子150番地

横浜市中区⽇本⼤通７番地

５ 所得税法施⾏令第217条第２号に掲げる法⼈

   次表に掲げる法⼈の主たる⽬的である業務に関連する寄附⾦（神奈川県の区域外における施設の建設等のための費⽤に充てるために支出された寄附⾦
を除く。）

寄附先 寄附⾦の⽀出の期間

６ 公益社団法⼈および公益財団法⼈（社団法⼈および財団法⼈）

 次表に掲げる法⼈の主たる⽬的である業務に関連する寄附⾦（神奈川県の区域外における施設の建設等のための費⽤に充てるために支出された寄附⾦
を除く。）

寄附先 寄附⾦の⽀出の期間

横浜市中区⽇本⼤通11番地

川崎市⾼津区坂⼾三丁⽬２番１号

鎌倉市⼆階堂四ッ石120－15

 次表に掲げる法⼈に対する寄附⾦で、地⽅独⽴⾏政法⼈法第21条第３号チに掲げる業務に充てられるもの（神奈川県の区域外における施設の建設等の
ための費⽤に充てるために支出された寄附⾦を除く。）

寄附先 寄附⾦の⽀出の期間
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公益財団法⼈
東京交響楽団

東京都新宿区百⼈町⼆丁⽬23番５号 平成24年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
⽇本オペラ振興会

平成24年４⽉１⽇から

財団法⼈
⽇本オペラ振興会

平成22年１⽉１⽇から
同年７⽉３⽇まで
および同⽉20⽇から
平成24年３⽉31⽇まで

公益財団法⼈
横浜市緑の協会

横浜市中区⽇本⼤通58番地 平成24年４⽉１⽇から

財団法⼈
横浜市緑の協会

横浜市中区吉⽥町65番地

平成21年１⽉１⽇から
平成22年３⽉７⽇まで
および同年12⽉７⽇から
平成24年３⽉31⽇まで

公益財団法⼈
⽇本補助犬協会

横浜市旭区矢指町1954番地の１ 平成24年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
川崎市文化財団

川崎市幸区⼤宮町1310番地ミューザ川崎 平成24年４⽉１⽇から

公益財団法⼈
かながわトラストみどり財団

横浜市⻄区岡野⼆丁⽬12番20号 平成24年４⽉１⽇から

公益財団法⼈
横浜ＹＭＣＡ

横浜市中区常盤町一丁⽬７番地 平成24年４⽉１⽇から

公益財団法⼈
宇宙科学振興会

相模原市中央区由野台三丁⽬１番１号 平成24年４⽉１⽇から

公益財団法⼈
⽇本宇宙少年団

東京都千代⽥区神⽥錦町三丁⽬21番地ちよだプラットフォームスクウェ
ア1008

平成24年８⽉１⽇から

財団法⼈
⽇本宇宙少年団

相模原市中央区⿅沼台一丁⽬９番15号
平成21年１⽉１⽇から
平成22年12⽉８⽇まで

公益財団法⼈
相模原市産業振興財団

相模原市中央区中央三丁⽬12番３号 平成24年４⽉１⽇から

公益財団法⼈
海外⽇系⼈協会

平成24年４⽉１⽇から

財団法⼈
海外⽇系⼈協会

平成21年１⽉１⽇から
平成24年３⽉31⽇まで

公益社団法⼈
アムネスティ・インターナショナル⽇本

東京都千代⽥区神⽥小川町⼆丁⽬12番地14 平成25年１⽉１⽇から

公益社団法⼈
かながわ福祉サービス振興会

横浜市中区⼭下町23番地⽇土地⼭下町ビル９階 平成25年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
神奈川県動物愛護協会

横浜市北区篠原台町６番41号 平成25年４⽉１⽇から

公益財団法⼈
⽊原記念横浜生命科学振興財団

横浜市鶴⾒区末広町一丁⽬６番地 平成25年４⽉１⽇から

公益財団法⼈
鎌倉婦⼈子供会館

鎌倉市小町一丁⽬11番５号 平成25年１⽉１⽇から

公益社団法⼈
横浜市獣医師会

横浜市磯子区⻄町14番３号 平成25年４⽉１⽇から

公益財団法⼈
神奈川新聞厚生文化事業団

横浜市中区太⽥町⼆丁⽬23番地横浜メディア・ビジネスセンタービル 平成25年４⽉１⽇から

公益社団法⼈
東⽇本⼤震災雇⽤・教育・健康支援機構

横浜市中区尾上町１－４－１
平成25年１⽉１⽇から
平成30年２⽉22⽇まで

公益財団法⼈
キワニス⽇本財団

東京都千代⽥区内神⽥⼆丁⽬３番２号 平成25年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
横須賀市生涯学習財団

横須賀市⻄逸⾒町一丁⽬38番地11 平成25年１⽉１⽇から

公益社団法⼈
緑区薬事センター

横浜市緑区中⼭町1156番地６号 平成25年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
横浜市国際交流協会

横浜市⻄区みなとみらい一丁⽬１番１号 平成25年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
かながわ生き活き市⺠基⾦

横浜市港北区新横浜⼆丁⽬２番15号 平成25年７⽉25⽇から

公益財団法⼈
相模原市⺠文化財団

相模原市南区相模⼤野四丁⽬４番１号 平成26年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
相模原市健康福祉財団

相模原市南区新磯野四丁⽬１番１号 平成26年１⽉１⽇から

公益社団法⼈
横浜市身体障害者団体連合会

横浜市港北区鳥⼭町1752番地障害者スポーツ文化センター横浜ラポール
内

平成26年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
神奈川フィルハーモニー管弦楽団

横浜市中区元浜町⼆丁⽬13番地 平成26年４⽉１⽇から

公益社団法⼈
川崎市⻭科医師会

川崎市川崎区砂子⼆丁⽬10番地10川崎市⻭科医師会館内 平成26年１⽉１⽇から

公益社団法⼈
横浜市⺠施設協会

横浜市⻘葉区美しが丘五丁⽬13番地５の401 平成26年２⽉１⽇から

公益財団法⼈
相模原市まち・みどり公社

相模原市中央区富⼠⾒六丁⽬６番23号 平成26年１⽉１⽇から

公益社団法⼈
鶴⾒法⼈会

横浜市鶴⾒区鶴⾒中央四丁⽬36番１号 平成26年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
⽇本厚生文化振興財団

東京都港区赤坂三丁⽬２番２号⽇総第24ビル６Ｆ
平成26年５⽉１⽇から
令和２年12⽉31⽇まで

公益財団法⼈
⽇本ライフ協会

東京都港区芝四丁⽬11番３号
平成26年１⽉１⽇から
平成28年３⽉18⽇まで

公益社団法⼈
ガールスカウト神奈川県連盟

横浜市旭区中尾⼆丁⽬１番14号 平成26年６⽉１⽇から

公益財団法⼈
横浜市ふるさと歴史財団

横浜市都筑区中川中央一丁⽬18番１号 平成26年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
相模原市勤労者福祉サービスセンター

相模原市緑区⻄橋本五丁⽬４番20号 平成27年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
世界⾃然保護基⾦ジャパン

東京都港区三⽥一丁⽬４番28号 平成27年１⽉１⽇から

公益社団法⼈
小⽥原⻘⾊申告会

小⽥原市本町⼆丁⽬３番24号 平成27年１⽉１⽇から

公益社団法⼈
横浜歴史資産調査会

横浜市中区相生町三丁⽬61番地泰生ビル405号室 平成27年１⽉１⽇から

東京都渋谷区神宮前四丁⽬３番15－317号

横浜市中区新港⼆丁⽬３番１号
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公益社団法⼈
とつか区⺠活動支援協会

横浜市⼾塚区上倉⽥町449番地－２ 平成27年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
鎌倉能舞台

鎌倉市⻑谷三丁⽬５番13号 平成27年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
プラン・インターナショナル・ジャパン

東京都世⽥谷区三軒茶屋⼆丁⽬11番22号 平成27年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
横浜勤労者福祉協会

横浜市鶴⾒区矢向一丁⽬６番20号 平成28年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
川崎市産業振興財団

川崎市幸区堀川町66番地20 平成28年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
現代⼈形劇センター

川崎市中原区井⽥三丁⽬１0番31号 平成28年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
鶴⾒輝彦育英会

横浜市⻄区⾼島一丁⽬２番15号みなとみらい学園ビル２Ｆ 平成28年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
かながわ海岸美化財団

茅ケ崎市汐⾒台１番７号 平成29年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
横浜市男⼥共同参画推進協会

横浜市⼾塚区上倉⽥町435番地1 平成29年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
中華義荘

横浜市中区⼭下町166番地33 平成29年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
川崎市市⺠⾃治財団

川崎市中原区小杉町三丁⽬１番地川崎市総合⾃治会館内 平成29年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
横浜市スポーツ協会

横浜市中区尾上町六丁⽬81番地 平成29年１⽉１⽇から

公益社団法⼈
小⽥原⻘年会議所

小⽥原市本町一丁⽬１番38号 平成29年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
横須賀芸術文化財団

横須賀市本町三丁⽬27番地 平成29年１⽉１⽇から

公益社団法⼈
観音崎⾃然博物館

横須賀市鴨居四丁⽬1120番地 平成29年１⽉１⽇から

公益社団法⼈
受動喫煙撲滅機構

横浜市中区尾上町１－４－１ＳＴビル７階 平成30年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
かわさき市⺠しきん

川崎市中原区新城五丁⽬２番13号 平成30年３⽉22⽇から

公益財団法⼈
⼤隅基礎科学創成財団

横浜市緑区⻑津⽥町4259番地 平成30年９⽉１⽇から

公益社団法⼈
フードバンクかながわ

横浜市⾦沢区富岡東⼆丁⽬４番地45号 平成31年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
湘友会奨学財団

藤沢市鵠沼神明五丁⽬６番10号神奈川県⽴湘南⾼等学校歴史館内 平成31年２⽉４⽇から

公益財団法⼈
報徳福運社

小⽥原市南町一丁⽬５番72号 平成31年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
⼤和市国際化協会

⼤和市深⾒⻄一丁⽬３番17号 令和２年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
⼤和市スポーツ・よか・みどり財団

⼤和市深⾒⻄一丁⽬３番17号 令和２年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
横浜市シルバー⼈材センター

横浜市港南区上⼤岡⻄一丁⽬６番１号 令和２年１⽉１⽇から

公益社団法⼈
神奈川県臨床工学技⼠会

横浜市⻄区⾼島⼆丁⽬10番13号横浜東⼝ビル606 令和３年４⽉１⽇から

公益社団法⼈
神奈川県⻭科医師会

横浜市中区住吉町六丁⽬68番地 令和３年１⽉１⽇から

公益社団法⼈
鎌倉市観光協会

鎌倉市御成町１番12号 令和３年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
川崎市国際交流協会

川崎市中原区⽊⽉祇園町２番２号 令和４年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
神奈川芸術文化財団

横浜市中区⼭下町３番地の１ 令和４年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
神奈川県公園協会

横浜市中区扇町三丁⽬８番地８ 令和４年１⽉１⽇から

公益財団法⼈
よこはまユース

横浜市中区太⽥町２－23横浜メディア・ビジネスセンター５階 令和４年１⽉１⽇から

4 / 17 ページ



７ 学校法⼈
【対象となる寄附⾦】

法⼈名 所在地
学校法⼈
明治学院

東京都港区⽩⾦台一丁⽬２番37号 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
サンモール・インターナショナルスクール

横浜市中区⼭手町83番地 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
初音丘学園

横浜市保土ケ谷区初音ヶ丘42番２号 平成21年２⽉10⽇から

学校法⼈
横浜英和学院

横浜市南区蒔⽥町124番地 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
聖マリアンナ医科⼤学

川崎市宮前区菅生⼆丁⽬16番１号 平成21年１⽉１⽇から

慶應義塾 東京都港区三⽥⼆丁⽬15番45号 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
調布学園

東京都世⽥谷区東玉川⼆丁⽬21番８号 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
横浜學院

横浜市中区⼭手町203番地 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
総持学園

横浜市鶴⾒区鶴⾒⼆丁⽬１番３号鶴⾒⼤学内 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
愛光学園

横浜市瀬谷区阿久和南四丁⽬16番地１ 平成21年２⽉２⽇から

学校法⼈
向上学園

伊勢原市⾒附島411番地 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
石渡学園

横浜市⻘葉区新石川⼆丁⽬16番地17 平成21年１⽉21⽇から

学校法⼈
相模⼥子⼤学

相模原市南区文京⼆丁⽬１番１号 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
五島育英会

東京都渋谷区道玄坂一丁⽬10番７号 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
神奈川映像学園

川崎市麻生区万福寺一丁⽬16番30号
平成21年１⽉１⽇から
平成28年３⽉29⽇まで

学校法⼈
帝京⼤学

東京都板橋区加賀⼆丁⽬11番１号 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
専修⼤学

東京都千代⽥区神⽥神保町三丁⽬８番地１ 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
上智学院

東京都千代⽥区紀尾井町７番１号 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
栄光学園

鎌倉市玉縄四丁⽬１番地１
平成21年１⽉１⽇から
平成28年４⽉１⽇まで

学校法⼈
湘南工科⼤学

藤沢市辻堂⻄海岸一丁⽬１番25号 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
湘南⽩百合学園

藤沢市片瀬⽬⽩⼭４番１号 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
⻘⼭学院

東京都渋谷区渋谷四丁⽬４番25号 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
聖⼼⼥子学院

東京都渋谷区広尾四丁⽬３番１号 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
橘学園

厚⽊市棚沢63番地 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
⽇本医科⼤学

東京都文京区千駄⽊一丁⽬１番５号 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
関東学院

横浜市⾦沢区六浦東一丁⽬50番１号 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
東海⼤学

東京都渋谷区富ヶ谷⼆丁⽬28番４号 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
森村学園

横浜市緑区⻑津⽥町深⽥2695番地 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
法政⼤学

東京都千代⽥区富⼠⾒⼆丁⽬17番１号 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
昭和⼤学

東京都品川区旗の台一丁⽬５番８号 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
東洋英和⼥学院

東京都港区六本⽊五丁⽬14番40号 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
⽇本⼤学

東京都千代⽥区九段南四丁⽬８番24号（⽇本⼤学本部） 平成21年１⽉１⽇から

寄附先 寄附⾦の⽀出の期間

 次表に掲げる法⼈の主たる⽬的である業務に関連する寄附⾦（神奈川県の区域外における施設の建設等のための費⽤に充てるために支出された寄附⾦
を除く。）
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学校法⼈
⽇本体育⼤学
（旧法⼈名︓学校法⼈⽇本体育会）

東京都世⽥谷区深沢七丁⽬１番１号 平成21年１⽉１⽇から

学校法⼈
東京工芸⼤学

東京都中野区本町⼆丁⽬９番５号 平成22年１⽉１⽇から

学校法⼈
明治⼤学

東京都千代⽥区神⽥駿河台一丁⽬１番地１、２ 平成22年１⽉１⽇から

学校法⼈
深堀学園

川崎市川崎区駅前本町22番地９ 平成22年１⽉１⽇から

学校法⼈
神奈川⼤学

横浜市神奈川区六⾓橋三丁⽬27番１号 平成22年１⽉１⽇から

学校法⼈
北⾥研究所

東京都港区⽩⾦五丁⽬９番１号 平成22年１⽉１⽇から

学校法⼈
柳川学園

横浜市鶴⾒区向井町三丁⽬72番地の７ 平成22年１⽉１⽇から

学校法⼈
聖マリア学園

横浜市中区滝之上100番地 平成23年１⽉１⽇から

学校法⼈
国際医療福祉⼤学

栃⽊県⼤⽥原市北⾦丸字上ノ原2600番１ 平成23年１⽉１⽇から

学校法⼈
神奈川学園

横浜市神奈川区沢渡18番地 平成23年１⽉１⽇から

学校法⼈
聖ヶ丘学園

横浜市保土ケ谷区常盤台66番18号 平成23年11⽉15⽇から

学校法⼈
國學院⼤學

東京都渋谷区東四丁⽬10番28号 平成23年１⽉１⽇から

学校法⼈
文教⼤学学園

東京都品川区旗の台三丁⽬２番17号 平成24年１⽉１⽇から

学校法⼈
横須賀学院

横須賀市稲岡町82番地 平成24年１⽉１⽇から

学校法⼈
横浜商科⼤学

横浜市鶴⾒区東寺尾四丁⽬11番１号（横浜商科⼤学内） 平成24年６⽉22⽇から

学校法⼈
ソニー学園

厚⽊市温⽔字⻑久保428番地 平成24年１⽉１⽇から

学校法⼈
翔光学園

横浜市⾦沢区六浦東一丁⽬43番１号横浜創学館⾼等学校内 平成24年１⽉１⽇から

学校法⼈
逗子開成学園

逗子市新宿⼆丁⽬５番１号 平成24年６⽉22⽇から

学校法⼈
神奈川⻭科⼤学

横須賀市稲岡町82番地神奈川⻭科⼤学内 平成24年１⽉１⽇から

学校法⼈
⽇本⼥子⼤学

東京都文京区⽬⽩台⼆丁⽬８番１号 平成25年１⽉１⽇から

学校法⼈
藤嶺学園

藤沢市⻄富一丁⽬７番１号藤嶺学園藤沢⾼等学校内 平成25年５⽉１⽇から

学校法⼈
麻布獣医学園

相模原市中央区淵野辺一丁⽬17番71号 平成25年１⽉１⽇から

学校法⼈
清泉⼥学院

東京都品川区東五反⽥三丁⽬８番３号 平成26年４⽉１⽇から

学校法⼈
東京農業⼤学

東京都世⽥谷区桜丘一丁⽬１番１号 平成26年１⽉１⽇から

学校法⼈
トキワ松学園

東京都⽬⿊区碑文谷四丁⽬17番16号 平成26年１⽉１⽇から

学校法⼈
横浜雙葉学園

横浜市中区⼭手町88番地 平成26年１⽉１⽇から

学校法⼈
東成学園

川崎市麻生区万福寺一丁⽬16番６号 平成26年１⽉１⽇から

学校法⼈
⼭手英学院

横浜市栄区上郷町460番地 平成26年１⽉１⽇から

学校法⼈
シュタイナー学園

相模原市緑区名倉2805番地１ 平成27年１⽉１⽇から

学校法⼈
湘南学園

藤沢市鵠沼松が岡四丁⽬１番32号 平成27年１⽉１⽇から

学校法⼈
鎌倉学園

鎌倉市⼭ノ内110番地 平成27年１⽉27⽇から

学校法⼈
緑ヶ丘学院

横須賀市緑が丘39番地 平成27年１⽉１⽇から

学校法⼈
和泉短期⼤学

相模原市中央区⻘葉⼆丁⽬２番１号 平成27年１⽉１⽇から

学校法⼈
伊勢原⽩百合学園

伊勢原市池端536番地 平成27年12⽉３⽇から
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学校法⼈
フェリス⼥学院

横浜市中区⼭手町178番地 平成28年１⽉１⽇から

学校法⼈
中央⼤学

東京都八王子市東中野742番１ 平成28年１⽉１⽇から

学校法⼈
南⼭学園

愛知県名古屋市昭和区南⼭町１番地 平成28年４⽉１⽇から

学校法⼈
光明学園

相模原市南区当麻856番地 平成28年１⽉１⽇から

学校法⼈
捜真学院

横浜市神奈川区中丸８番地 平成29年１⽉１⽇から

学校法⼈
鎌倉⼥子⼤学

鎌倉市⼤船六丁⽬１番３号 平成29年１⽉１⽇から

学校法⼈
洗足学園

川崎市⾼津区久本⼆丁⽬３番1号 平成29年１⽉１⽇から

学校法⼈
御国幼稚園

三浦郡葉⼭町⽊古庭1768番地 平成29年12⽉18⽇から

学校法⼈
⼥子美術⼤学

東京都杉並区和⽥一丁⽬49番８号 平成30年１⽉１⽇から

学校法⼈
横浜インターナショナルスクール

横浜市中区小港町⼆丁⽬100番地１ 平成31年１⽉１⽇から

学校法⼈
富⼠⾒丘学園

横浜市旭区中沢一丁⽬24番１号 令和２年11⽉26⽇から

学校法⼈
捜真バプテスト学園

横浜市神奈川区栗⽥谷42番43号 令和３年１⽉１⽇から

学校法⼈
桐蔭学園

横浜市⻘葉区鉄町1,614番地 令和３年１⽉１⽇から

８ 社会福祉法⼈
【対象となる寄附⾦】

法⼈名 所在地
社会福祉法⼈
足柄緑の会

南足柄市中沼832番地 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
キャマラード

横浜市緑区⻘砥町220番１ 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
⼼の会

横須賀市小矢部四丁⽬19番４号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
鎌倉たんぽぽ会

鎌倉市手広⼆丁⽬18番27号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
川崎市社会福祉協議会

川崎市中原区上小⽥中六丁⽬22番５号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜市瀬谷区社会福祉協議会

横浜市瀬谷区⼆ツ橋町469番地 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜市港南区社会福祉協議会

横浜市港南区港南四丁⽬２番８号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
⻘丘社

川崎市川崎区桜本一丁⽬８番22号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
電機神奈川福祉センター

横浜市磯子区新杉⽥町８番地の７ 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
鎌倉市社会福祉協議会

鎌倉市御成町20番21号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
あおぞら共生会

川崎市川崎区京町一丁⽬16番25号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜市⻄区社会福祉協議会

横浜市⻄区⾼島⼆丁⽬７番１号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜市保土ヶ谷区社会福祉協議会

横浜市保土ケ谷区川辺町５番地11かるがも３階 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜市旭区社会福祉協議会

横浜市旭区鶴ケ峰一丁⽬６番地35 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜市中区社会福祉協議会

横浜市中区⼭下町２番地産業貿易センタービル４階 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜市社会福祉協議会

横浜市中区桜⽊町一丁⽬１番地 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜市神奈川区社会福祉協議会

横浜市神奈川区反町一丁⽬８番４ 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜市鶴⾒区社会福祉協議会

横浜市鶴⾒区鶴⾒中央四丁⽬32番１号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜市緑区社会福祉協議会

横浜市緑区中⼭町413番地４ 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
光友会

藤沢市獺郷字⼤向1008番地の１ 平成21年１⽉１⽇から

 次表に掲げる法⼈の主たる⽬的である業務に関連する寄附⾦（神奈川県の区域外における施設の建設等のための費⽤に充てるために支出された寄附⾦
を除く。）

寄附先 寄附⾦の⽀出の期間
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社会福祉法⼈
横浜市⻘葉区社会福祉協議会

横浜市⻘葉区市ケ尾町1169番地22 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜市泉区社会福祉協議会

横浜市泉区和泉町3540番地 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
川崎市⾼津区社会福祉協議会

川崎市⾼津区溝⼝一丁⽬６番10号
平成21年１⽉１⽇から
令和２年３⽉31⽇まで

社会福祉法⼈
川崎市宮前区社会福祉協議会

川崎市宮前区宮崎⼆丁⽬６番地10
平成21年１⽉１⽇から
令和２年３⽉31⽇まで

社会福祉法⼈
中井町社会福祉協議会

足柄上郡中井町比奈窪104番地の１ 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
神奈川県社会福祉協議会

横浜市神奈川区沢渡４番地の２ 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
川崎いのちの電話

平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
千寿会

⾼座郡寒川町小動622番地 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
創生会

横浜市旭区上川井町2287番地 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜市都筑区社会福祉協議会

横浜市都筑区荏⽥東四丁⽬10番３号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
川崎市川崎区社会福祉協議会

川崎市川崎区⽇進町１番地11
平成21年１⽉１⽇から
令和２年３⽉31⽇まで

社会福祉法⼈
川崎市幸区社会福祉協議会

川崎市幸区⼾手本町一丁⽬11番地５
平成21年１⽉１⽇から
令和２年３⽉31⽇まで

社会福祉法⼈
上村鵠生会

藤沢市片瀬海岸一丁⽬７番９号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜市磯子区社会福祉協議会

横浜市磯子区磯子三丁⽬１番41号磯子センター５階 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
百鴎

三浦郡葉⼭町上⼭⼝1669番 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
川崎市中原区社会福祉協議会

川崎市中原区今井上町34番地
平成21年１⽉１⽇から
令和２年３⽉31⽇まで

社会福祉法⼈
ひまわり福祉会

横浜市港南区野庭町2187番地１ 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
座間市社会福祉協議会

座間市緑ケ丘一丁⽬２番１号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
川崎市麻生区社会福祉協議会

川崎市麻生区万福寺一丁⽬２番２号
平成21年１⽉１⽇から
令和２年３⽉31⽇まで

社会福祉法⼈
川崎市多摩区社会福祉協議会

川崎市多摩区登⼾1763番地
平成21年１⽉１⽇から
令和２年３⽉31⽇まで

社会福祉法⼈
横浜市⼾塚区社会福祉協議会

横浜市⼾塚区⼾塚町167番地25 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
⼤和市社会福祉協議会

⼤和市鶴間一丁⽬25番15号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
みのり会

川崎市宮前区宮前平一丁⽬８番12 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
興寿会

横須賀市池上六丁⽬５番21号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
藤嶺会

横浜市旭区上川井町字東根谷1241番１ 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜市港北区社会福祉協議会

横浜市港北区⼤⾖⼾町13番地の１吉⽥ビル206 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜市栄区社会福祉協議会

横浜市栄区桂町279番地29 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜博萌会

横浜市⼾塚区汲沢町991番地 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
朝⽇の⾥

横浜市⼾塚区東俣野町57番６ 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
⼆宮町社会福祉協議会

中郡⼆宮町⼆宮1410番地 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
寒川町社会福祉協議会

⾼座郡寒川町宮⼭401番地寒川町健康管理センター内 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
すみなす会

横浜市⾦沢区釜利谷南⼆丁⽬８番１号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
愛川町社会福祉協議会

愛甲郡愛川町⾓⽥257番地の１ 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
訪問の家

横浜市栄区桂台中４番７号 平成21年１⽉１⽇から
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社会福祉法⼈
神奈川県匡済会

横浜市泉区和泉町6181番２ 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
清川村社会福祉協議会

愛甲郡清川村煤ヶ谷2220番地の１ 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
平塚市社会福祉協議会

平塚市追分１番43号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
綾瀬市社会福祉協議会

綾瀬市深谷中四丁⽬７番10号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
弥生会

川崎市多摩区⻑沢一丁⽬５番14号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
⼤和しらかし会

⼤和市⻄鶴間⼆丁⽬24番１号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
おおいそ福祉会

中郡⼤磯町国府本郷1195番地２ 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
伸生会

平塚市御殿⼆丁⽬17番42号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
素⼼会

中郡⼤磯町虫窪39番地１ 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
⼤磯町社会福祉協議会

中郡⼤磯町⼤磯1352番地の１ 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
麗寿会

茅ヶ崎市下寺尾1928番地 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
あおぞら

横浜市神奈川区六⾓橋五丁⽬35番15号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
こばと会

鎌倉市岩瀬776番地２ 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
茅ケ崎市社会福祉協議会

茅ヶ崎市新栄町13番44号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
聖隷福祉事業団

静岡県浜松市中区住吉⼆丁⽬12番12号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
進和学園

平塚市万⽥475番地 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
小⽥原福祉会

小⽥原市穴部377番地 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
すぎのこ福祉会

川崎市宮前区馬絹字平台1899番地５ 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
小⽥原市社会福祉協議会

小⽥原市久野115番地の２ 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
こうよう会

横浜市港南区⽇野中央⼆丁⽬23番36号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
セイワ

川崎市⾼津区末⻑276番地３ 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
緑友会

伊勢原市粟窪605番地の１ 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
則信会

平塚市⻄真土四丁⽬23番35号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
恩賜財団神奈川県同胞援護会

横浜市⻄区岡野⼆丁⽬15番６号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
恵友会

横浜市中区千歳町１番地10 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
湘南の凪

逗子市桜⼭七丁⽬12番４号 平成21年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
惠伸会

平塚市⽥村⼆丁⽬11番５号 平成22年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
開く会

横浜市泉区中⽥⻄一丁⽬11番２号 平成22年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
⽩根学園

横浜市旭区⽩根七丁⽬10番６号 平成22年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
そだちの杜

横浜市神奈川区松⾒町一丁⽬10番３号 平成22年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
すぎな会

厚⽊市小野2136番地 平成22年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
三篠会

広島市安佐北区⽩⽊町⼤字井原4487番地 平成22年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
真鶴町社会福祉協議会

足柄下郡真鶴町真鶴475番地の１ 平成22年１⽉１⽇から
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社会福祉法⼈
同塵会

横浜市港南区下永谷四丁⽬21番10号 平成22年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
三育福祉会

横須賀市走⽔一丁⽬35番地 平成22年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
南足柄市社会福祉協議会

南足柄市関本403番地２ 平成22年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
ふたば愛児会

川崎市川崎区桜本⼆丁⽬41番11号 平成22年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
富⼠美

横須賀市佐島三丁⽬12番15号 平成22年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
相模原市社会福祉協議会

相模原市中央区富⼠⾒六丁⽬１番20号 平成22年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
なないろ

横須賀市⼤津町⼆丁⽬19番７号 平成23年３⽉３⽇から

社会福祉法⼈
みなと舎

横須賀市芦名⼆丁⽬８番17号 平成23年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
⽇本キリスト教奉仕団

東京都新宿区⻄早稲⽥⼆丁⽬３番18号 平成23年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
誠⼼会

横須賀市池⽥町一丁⽬22番12号 平成23年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
公友会

横須賀市⼤矢部一丁⽬９番30号 平成23年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
⽇本医療伝道会

横須賀市小矢部⼆丁⽬23番１号 平成23年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
伸愛会

横浜市港南区⽇野八丁⽬31番36号 平成24年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
同愛会

横浜市保土ケ谷区上菅⽥町⾦草沢1749番地 平成24年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
さぽうとにじゅういち

東京都品川区上⼤崎⼆丁⽬12番２号ミズホビル５階 平成24年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
孝徳会

横浜市栄区鍛冶ケ谷⼆丁⽬40番１号 平成24年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
くぬぎざか福祉会

川崎市宮前区野川1413番地 平成24年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜訓盲院

横浜市中区竹の丸181番地 平成24年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
恵泉会

横浜市南区前⾥町一丁⽬４番ＫＥＣビル５階 平成24年３⽉23⽇から

社会福祉法⼈
なつめの会

横浜市保土ケ谷区今井町502番地５ 平成24年２⽉24⽇から

社会福祉法⼈
箱根町社会福祉協議会

足柄下郡箱根町湯本855番地 平成24年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
⽇本介助犬協会

横浜市港北区新横浜⼆丁⽬５番９号新横浜フジカビル301号室 平成25年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
⽇本⽔上学園

横浜市中区⼭手町140番地 平成25年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
翔の会

茅ケ崎市芹沢786番地 平成25年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
藤沢育成会

藤沢市弥勒寺⼆丁⽬７番13号 平成26年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
藤雪会

厚⽊市旭町⼆丁⽬３番13号 平成26年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜市⾦沢区社会福祉協議会

横浜市⾦沢区泥⻲一丁⽬21番５号 平成27年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
川崎⼤師福祉会

川崎市川崎区殿町一丁⽬11番10号 平成27年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
恵徳会

横須賀市東逸⾒町四丁⽬16番地70 平成27年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜市リハビリテーション事業団

横浜市港北区鳥⼭町1770番地 平成27年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
逗子市社会福祉協議会

逗子市桜⼭五丁⽬32番１号 平成27年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜かがやき会

横浜市緑区鴨居一丁⽬13番３号 平成27年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
宝安寺社会事業部

小⽥原市浜町一丁⽬４番38号 平成28年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
はぐるまの会

川崎市多摩区菅馬場一丁⽬18番17号 平成28年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜いのちの電話

横浜市保土ヶ谷区川辺町５番地の10 平成28年１⽉１⽇から

10 / 17 ページ



社会福祉法⼈
横浜⼤陽会

横浜市南区⼤岡五丁⽬13番15号 平成28年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
翠峰会

横浜市神奈川区上反町一丁⽬10番５ 平成28年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
横浜市南区社会福祉協議会

横浜市南区浦舟町三丁⽬46番地 平成29年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
厚⽊市社会福祉協議会

厚⽊市中町一丁⽬４番１号 平成29年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
神奈川県⺠生福祉協会

横浜市⾦沢区富岡東一丁⽬１番１号 平成29年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
真愛

横浜市栄区公⽥町424番地23 平成29年３⽉29⽇から

社会福祉法⼈
愛の森

厚⽊市森の⾥⻘⼭14番地２号 平成29年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
たすけあいゆい

横浜市南区睦町一丁⽬31番１ 平成29年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
徳風会

横浜市神奈川区⽻沢町725番地 平成30年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
川崎市社会福祉事業団

川崎市⾼津区久地三丁⽬13番１号 平成30年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
松⽥町社会福祉協議会

足柄上郡松⽥町松⽥惣領17番地２ 平成30年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
清琉会

厚⽊市小野734番地の２ 平成30年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
徳寿会

⼤和市草柳⼆丁⽬15番地４ 平成30年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
⼗愛療育会

横浜市港南区港南台四丁⽬６番20号 平成30年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
イクソス会

横浜市栄区小菅ケ谷⼆丁⽬26番３号 平成31年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
鶴⾒あけぼの会

横浜市鶴⾒区鶴⾒中央一丁⽬18番10号 平成31年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
和みの会

横浜市⼾塚区東俣野町1705番地 平成31年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
⼆津屋福祉会

⼤和市下鶴間字甲２号418番２ 平成31年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
宗得会

横須賀市太⽥和⼆丁⽬３番21号 平成31年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
湘南育成園

鎌倉市城廻字打越270番２ 令和２年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
相模翔優会

⼤和市深⾒2106番地１ 令和２年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
敬愛会

⼤和市福⽥1551番地 令和２年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
⼤和清風会

⼤和市⻄鶴間八丁⽬１番２号 令和２年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
⿓岡会

横浜市⻘葉区鴨志⽥1260番地 令和３年１⽉１⽇から

社会福祉法⼈
海⽼名市社会福祉協議会

海⽼名市勝瀬175番地の１海⽼名市役所内 令和３年１⽉１⽇から

９ 更⽣保護法⼈
【対象となる寄附⾦】

法⼈名 所在地
更生保護法⼈
川崎⾃⽴会

川崎市川崎区浅⽥一丁⽬４番２号 平成21年１⽉１⽇から

更生保護法⼈
神奈川県更生保護協会

横浜市中区新港一丁⽬６番２号 平成21年１⽉１⽇から

更生保護法⼈
まこと寮

横浜市港南区⽇野中央一丁⽬３番32号 平成23年１⽉１⽇から

更生保護法⼈
報徳更生寮

小⽥原市扇町一丁⽬６番25号 平成23年１⽉１⽇から

 次表に掲げる法⼈の主たる⽬的である業務に関連する寄附⾦（神奈川県の区域外における施設の建設等のための費⽤に充てるために支出された寄附⾦
を除く。）

寄附先 寄附⾦の⽀出の期間
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【対象となる寄附⾦】

法⼈名 所在地
特定⾮営利活動法⼈
国際連合世界⾷糧計画ＷＦＰ協会（認）

横浜市⻄区みなとみらい一丁⽬１番１号ＷＦＰ⽇本事務所内
平成21年１⽉１⽇から
令和６年８⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
神奈川子ども未来ファンド（認）

横浜市中区新港⼆丁⽬２番１号横浜ワールドポーターズ６階ＮＰＯスク
エア

平成21年１⽉１⽇から
令和６年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
多言語社会リソースかながわ（認）

横浜市神奈川区⾦港町７番地６港湾労働者福祉センター内
平成21年１⽉１⽇から
令和７年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
神奈川被害者支援センター（認）

横浜市神奈川区鶴屋町⼆丁⽬24番地の２
平成21年１⽉１⽇から
令和６年６⽉30⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
⽇本国際ボランティアセンター（認）

東京都台東区上野五丁⽬22番１号
平成21年１⽉１⽇から
令和６年３⽉２⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
チャイルドファーストジャパン
（旧法⼈名︓特定⾮営利活動法⼈
子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク）
（認・指）

伊勢原市桜台一丁⽬５番31号

次の(1)または(2)の期間
(1)平成22年１⽉16⽇から
     令和６年10⽉28⽇まで
(2)平成26年１⽉１⽇から
     令和６年７⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
地球の⽊（認）

横浜市中区不⽼町一丁⽬３番３号
平成22年７⽉16⽇から
令和７年７⽉15⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ふれあい⾃然塾（認）

相模原市緑区⻄橋本五丁⽬４番12号
平成22年１⽉１⽇から
令和４年９⽉７⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
乳房健康研究会（認）

川崎市麻生区万福寺六丁⽬７番２号
平成23年５⽉１⽇から
令和８年２⽉11⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
産業クラスター研究会（認）

横須賀市光の丘８番３号ＹＲＰベンチャー棟209号
平成23年11⽉16⽇から
令和８年７⽉18⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
柔道教育ソリダリティー（認）

平塚市北⾦⽬四丁⽬１番１号東海⼤学体育学部柔道研究室
平成24年１⽉１⽇から
平成31年１⽉26⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
さなぎ達（認）

横浜市中区翁町一丁⽬６番地４新翁ビル１階
平成24年４⽉１⽇から
平成29年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
幼い難⺠を考える会（認）

東京都台東区台東一丁⽬12番11号⻘⽊ビル３階Ｂ室
平成24年１⽉１⽇から
令和６年12⽉15⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
スマイルオブキッズ（認）

横浜市南区六ツ川四丁⽬1124番地２
平成24年１⽉１⽇から
令和８年６⽉30⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ぐらすかわさき（認）

川崎市中原区新城五丁⽬２番13号
平成24年８⽉31⽇から
令和６年６⽉18⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
国連ウィメン⽇本協会
（旧法⼈名︓特定⾮営利活動法⼈
ＵＮ Ｗｏｍｅｎ⽇本国内委員会）（認）

横浜市⼾塚区上倉⽥町435番地１
平成24年１⽉１⽇から
令和７年１⽉28⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ワールド・ビジョン・ジャパン（認）

東京都中野区本町一丁⽬32番２号
平成24年１⽉１⽇から
令和６年７⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
朴の会（認）

東京都文京区千駄⽊⼆丁⽬36番10号１Ｆ
平成24年12⽉14⽇から
令和４年12⽉13⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
守の会（認）

横浜市⾦沢区柴町384番地の10ベイサイドシティ101号
平成25年１⽉１⽇から
平成27年12⽉10⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
つづき区⺠交流協会（認）

横浜市都筑区茅ケ崎中央29番５号
平成25年２⽉１⽇から
令和５年12⽉10⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ワンデーポート（認）

横浜市瀬谷区相沢四丁⽬10番地１
平成25年１⽉１⽇から
令和６年７⽉９⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
鎌倉広町の森市⺠の会（認）

鎌倉市腰越1560番地の８
平成25年３⽉27⽇から
令和５年３⽉26⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＡＩＤＳネットワーク横浜（認）

横浜市中区尾上町三丁⽬39番尾上町ビル９階横浜ＡＩＤＳ市⺠活動セン
ター内

平成25年４⽉１⽇から
令和５年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
相模原ボランティア協会（認）

相模原市中央区並⽊一丁⽬11番11号
平成25年５⽉17⽇から
令和５年５⽉16⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
鎌倉市市⺠活動センター運営会議（認）

鎌倉市腰越五丁⽬16-12
平成25年６⽉25⽇から
令和５年６⽉24⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
おもしろ科学たんけん工房（認）

横浜市磯子区中原四丁⽬１番30号
平成25年５⽉20⽇から
令和７年11⽉30⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＷＥ２１ジャパン・たかつ
（旧法⼈名︓特定⾮営利活動法⼈ウィ⼆⼗一
ジャパンたかつ）（認・指）

川崎市⾼津区溝⼝三丁⽬15番８号

次の(1)または(2)の期間
(1)平成25年７⽉８⽇から
    平成30年７⽉７⽇まで
(2)平成24年１⽉１⽇から
    令和４年12⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ろばと野草の会（認）

横浜市中区松影町三丁⽬11番地２三和物産ビル３Ｆ
平成25年８⽉20⽇から
平成30年８⽉19⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ホタルのふるさと瀬上沢基⾦（認・指）

横浜市港南区港南台九丁⽬30番31号

次の(1)または(2)の期間
(1)平成25年３⽉１⽇から
     令和５年２⽉28⽇まで
(2)平成24年１⽉１⽇から
     令和９年７⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ワーカーズ・コレクティブわっか（認）

相模原市中央区中央三丁⽬３番６号アーバン⽊下103

平成25年８⽉９⽇から
平成30年８⽉８⽇まで
および
令和元年12⽉10⽇から
令和６年12⽉９⽇まで

ＮＰＯ法⼈
ＦＯＳＨ（認）

横浜市中区新港⼆丁⽬２番地１
平成25年６⽉１⽇から
平成28年５⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
キーパーソン２１（認）

川崎市中原区新丸子東三丁⽬1100番地12かわさき市⺠活動センターブー
ス番号１

平成25年５⽉31⽇から
令和５年５⽉30⽇まで

寄附先 寄附⾦の⽀出の期間

10 特定⾮営利活動法⼈（ＮＰＯ法⼈）

(1) 認定（特例認定）ＮＰＯ法⼈への寄附⾦（認）

 次表に掲げる認定（特例認定）ＮＰＯ法⼈の⾏う特定⾮営利活動促進法第２条第１項に規定する特定⾮営利活動に係る事業に関する寄附⾦（神奈
川県の区域外における施設の建設等のための費⽤に充てるために支出された寄附⾦を除く。）

(2) 神奈川県指定ＮＰＯ法⼈への寄附⾦（指）

 次表に掲げる神奈川県指定ＮＰＯ法⼈の⾏う特定⾮営利活動促進法第２条第１項に規定する特定⾮営利活動に係る事業に関連する寄附⾦
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特定⾮営利活動法⼈
エバーラスティング・ネイチャー（認）

横浜市神奈川区⻄神奈川三丁⽬17番８号
平成25年６⽉25⽇から
令和５年６⽉24⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
三浦半島⾼齢者福祉事業所（認）

横須賀市荻野９番13号
平成25年８⽉29⽇から
平成30年８⽉28⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
らいぶらいぶ（認）

相模原市南区相模⼤野三丁⽬15番16号エヌ・ケービル602号室
平成25年８⽉９⽇から
平成30年８⽉８⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
⻩⾦町エリアマネジメントセンター（認・
指）

横浜市中区⻩⾦町一丁⽬４番地先

次の(1)または(2)の期間
(1)平成25年７⽉１⽇から
     平成30年６⽉30⽇まで
(2)平成24年１⽉１⽇から
     令和９年７⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
地球学校（認・指）

横浜市栄区小菅ケ谷一丁⽬２番１号地球市⺠かながわプラザＮＰＯなど
のための事務室内

次の(1)または(2)の期間
(1)平成25年３⽉15⽇から
     平成30年３⽉14⽇まで
(2)平成24年１⽉１⽇から
     令和９年７⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
あっとほーむ（認・指）

横浜市都筑区⽜久保⻄三丁⽬２番７号

次の(1)または(2)の期間
(1)平成25年４⽉１⽇から
     令和５年３⽉31⽇まで
(2)平成24年１⽉１⽇から
     令和４年10⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
アクト川崎（認・指）

川崎市宮前区神⽊本町一丁⽬14番12号

次の(1)または(2)の期間
(1)平成25年12⽉３⽇から
     平成30年12⽉２⽇まで
(2)平成30年８⽉１⽇から
     令和５年７⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＷＥ２１ジャパン・旭（認・指）

横浜市旭区中希望が丘101－21

次の(1)または(2)の期間
(1)平成25年８⽉１⽇から
     令和５年７⽉31⽇まで
(2)平成24年１⽉１⽇から
     令和４年12⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＷＥ２１ジャパンいずみ（認・指）

横浜市泉区中⽥東三丁⽬16番４号

次の(1)または(2)の期間
(1)平成25年８⽉１⽇から
     令和５年７⽉31⽇まで
(2)平成24年１⽉１⽇から
     令和４年12⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
コロンブスアカデミー（認・指）

横浜市磯子区東町９番９号

次の(1)または(2)の期間
(1)平成25年３⽉１⽇から
     平成30年２⽉28⽇まで
(2)平成24年１⽉１⽇から
     令和９年７⽉31⽇まで

ＮＰＯ法⼈
ぐるーぷ藤（認）

藤沢市藤が岡一丁⽬４番２
平成25年12⽉25⽇から
令和５年12⽉24⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
藤沢市⺠活動推進機構
（旧法⼈名︓特定⾮営利活動法⼈藤沢市市⺠
活動推進連絡会）（認・指）

藤沢市藤沢577番地寿ビル301号室

次の(1)または(2)の期間
(1)平成26年２⽉10⽇から
     平成31年２⽉９⽇まで
(2)平成24年１⽉１⽇から
     令和９年７⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
宮ヶ瀬湖ボートクラブ（認・指）

愛甲郡清川村煤ケ谷1104番地の46

次の(1)または(2)の期間
(1)平成26年２⽉14⽇から
     平成31年２⽉13⽇まで
(2)平成25年１⽉１⽇から
     平成30年10⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＷＥ２１ジャパン都筑（認・指）

横浜市都筑区茅ケ崎中央30番14号

次の(1)または(2)の期間
(1)平成26年２⽉１⽇から
     令和６年１⽉31⽇まで
(2)平成25年１⽉１⽇から
     令和５年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
横浜マック（認）

横浜市旭区本宿町91番地６
平成26年２⽉１⽇から
令和６年１⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＷＥ２１ジャパン・ほどがや（認・指）

横浜市保土ケ谷区川辺町２番地２パイロットハウス103

次の(1)または(2)の期間
(1)平成26年３⽉１⽇から
     令和６年２⽉29⽇まで
(2)平成25年１⽉１⽇から
     令和５年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
小⽥原市障害者福祉協議会（認・指）

小⽥原市東町一丁⽬７番７号

次の(1)または(2)の期間
(1)平成26年２⽉25⽇から
     令和３年８⽉31⽇まで
(2)平成30年８⽉１⽇から
     令和３年８⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
湯河原町地域作業所たんぽぽ（認・指）

足柄下郡湯河原町中央⼆丁⽬21番地５

次の(1)または(2)の期間
(1)平成26年３⽉28⽇から
     令和６年３⽉27⽇まで
(2)平成25年１⽉１⽇から
     令和５年12⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
神奈川県メンタルヘルスサポート協会（認）

相模原市南区相模⼤野五丁⽬29番23号

平成26年３⽉５⽇から
平成29年３⽉４⽇まで
および同年７⽉18⽇から
令和４年７⽉17⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
秋桜舍（認）

川崎市多摩区三⽥⼆丁⽬５番地３
平成26年６⽉25⽇から
令和６年６⽉24⽇まで
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特定⾮営利活動法⼈
市⺠セクターよこはま（認・指）

横浜市中区弁天通六丁⽬81番コーケンキャピタルビル２階Ｃ号室

次の(1)または(2)の期間
(1)平成26年１⽉１⽇から
     令和９年３⽉31⽇まで
(2)平成28年１⽉１⽇から
     令和８年10⽉31⽇まで

ＮＰＯ法⼈
ロボティック普及促進センター（認・指）

横浜市港北区箕輪町⼆丁⽬12番29号

次の(1)または(2)の期間
(1)平成26年８⽉26⽇から
     令和元年８⽉25⽇まで
(2)平成25年１⽉１⽇から
     平成30年12⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ワーカーズ・コレクティブまいそる（認・
指）

横浜市⼾塚区上柏尾町244番地

次の(1)または(2)の期間
(1)平成26年８⽉25⽇から
     令和６年８⽉24⽇まで
(2)平成25年１⽉１⽇から
     令和５年10⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
⽊々の会（認・指）

横浜市旭区鶴ケ峰⼆丁⽬９番９号第２⼤幸ビル301

次の(1)または(2)の期間
(1)平成26年11⽉25⽇から
     令和６年11⽉24⽇まで
(2)平成31年１⽉１⽇から
     令和６年３⽉31⽇まで

ＮＰＯ法⼈
湘南フィルハーモニー管弦楽団（認）

茅ケ崎市みずき四丁⽬６番３号
平成26年12⽉18⽇から
令和６年12⽉17⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
地球市⺠ＡＣＴかながわ（認）

横浜市中区本牧原３番１－203号
平成27年１⽉１⽇から
令和元年12⽉23⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
市⺠の会寿アルク（認）

横浜市中区松影町三丁⽬11番地２三和物産松影町ビル
平成27年１⽉１⽇から
令和６年12⽉23⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
小笠原流・小笠原教場（認）

藤沢市鵠沼海岸⼆丁⽬17番４号
平成27年２⽉20⽇から
令和４年７⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
かながわ福祉移動サービスネットワーク
（指）

横浜市港北区錦が丘15番11号
平成24年１⽉１⽇から
令和９年７⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
移動サービスアクセス（指）

横浜市⻘葉区荏⽥北３－11－24
平成24年１⽉１⽇から
令和９年７⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＡＲＣＳＨＩＰ（指）

横浜市中区常盤町一丁⽬１番地宮下ビル４F
平成24年１⽉１⽇から
令和９年７⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
湘南ふじさわシニアネット（指）

藤沢市藤沢496番地藤沢森井ビル
平成24年１⽉１⽇から
令和４年10⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＷＥ２１ジャパン海⽼名（指）

海⽼名市中央一丁⽬14番46号チェリーコート海⽼名103
平成24年１⽉１⽇から
令和４年12⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＷＥ２１ジャパン相模原（指）

相模原市南区若松四丁⽬13番３号
平成25年１⽉１⽇から
令和５年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＷＥ２１ジャパン藤沢（指）

藤沢市藤沢1102番地
平成25年１⽉１⽇から
令和５年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
エンパワメントかながわ（指）

横浜市神奈川区台町11－26ライオンズマンション台町103
平成25年１⽉１⽇から
令和５年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ワーカーズ・コレクティブ樹（認・指）

横浜市⾦沢区富岡東一丁⽬10番12号

次の(1)または(2)の期間
(1)平成27年12⽉１⽇から
     令和７年11⽉30⽇まで
(2)平成25年１⽉１⽇から
     令和５年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ヴイエムシイ（指）

横浜市中区新港⼆丁⽬２番１号横浜ワールドポーターズ６階
平成25年１⽉１⽇から
平成30年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＷＥ２１ジャパンかながわ（認・指）

横浜市神奈川区⻄神奈川三丁⽬16番１号

次の(1)または(2)の期間
(1)平成28年１⽉15⽇から
     令和８年１⽉14⽇まで
(2)平成25年１⽉１⽇から
     令和５年７⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
鎌倉広町台峯の⾃然を守る会（指）

鎌倉市腰越1718番地104
平成25年１⽉１⽇から
平成27年５⽉10⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＷＥ２１ジャパンひらつか（認・指）

平塚市代官町11番30号

次の(1)または(2)の期間
(1)平成27年１⽉１⽇から
     令和元年11⽉11⽇まで
(2)平成25年１⽉１⽇から
     令和５年７⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＮＰＯサポートちがさき（認・指）

茅ケ崎市円蔵一丁⽬５番24号サニータウン茅ヶ崎

次の(1)または(2)の期間
(1)平成28年９⽉21⽇から
     令和８年９⽉20⽇まで
(2)平成25年１⽉１⽇から
     令和５年７⽉31⽇まで
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特定⾮営利活動法⼈
昴の会（指）

藤沢市南藤沢７番10号英邦第一ビル２階
平成25年１⽉１⽇から
平成30年10⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ウィ⼆⼗一ジャパンとつか（認・指）

横浜市⼾塚区矢部町291番地

次の(1)または(2)の期間
(1)平成27年３⽉19⽇から
     令和７年３⽉18⽇まで
(2)平成25年１⽉１⽇から
     令和５年12⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＷＥ２１ジャパンよこすか
（旧法⼈名︓特定⾮営利活動法⼈
ウィ⼆⼗一ジャパンよこすか）（指）

横須賀市根岸町三丁⽬15番12号⻑谷川ビル102号
平成25年１⽉１⽇から
令和５年12⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＷＥ２１ジャパンこうほく（認・指）

横浜市港北区⽇吉⼆丁⽬12番７号

次の(1)または(2)の期間
(1)平成27年３⽉６⽇から
     令和７年３⽉５⽇まで
(2)平成25年１⽉１⽇から
     令和５年12⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
小⽥原なぎさ会（認・指）

小⽥原市南鴨宮三丁⽬16番20号

次の(1)または(2)の期間
(1)平成28年９⽉21⽇から
     令和８年９⽉20⽇まで
(2)平成26年１⽉１⽇から
     令和６年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
アドバイザーネットワーク神奈川（指）

海⽼名市河原⼝三丁⽬22番７号
平成26年１⽉１⽇から
令和６年７⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
だんだんの樹（認・指）

横浜市泉区領家⼆丁⽬６番地の１

次の(1)または(2)の期間
(1)平成28年１⽉15⽇から
     令和８年１⽉14⽇まで
(2)平成26年１⽉１⽇から
     令和６年10⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
きづき（認・指）

座間市緑ケ丘五丁⽬６番28号

次の(1)または(2)の期間
(1)平成27年11⽉19⽇から
     令和７年11⽉18⽇まで
(2)平成26年１⽉１⽇から
     令和６年12⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
地域福祉を考える会（認・指）

伊勢原市⽥中256番地の１－301

次の(1)または(2)の期間
(1)平成28年９⽉27⽇から
     令和８年９⽉26⽇まで
(2)平成26年１⽉１⽇から
     令和６年12⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
たすけあいあさひ（指）

横浜市旭区四季美台28－１
平成27年１⽉１⽇から
令和７年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
神奈川海難救助隊（認）

横浜市中区⽇本⼤通１４番地ＫＮ⽇本⼤通ビル４Ｆ
平成27年３⽉１⽇から
令和７年２⽉28⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＳＨＩＰ（認・指）

横浜市神奈川区台町７番地２ハイツ横浜713号室

次の(1)または(2)の期間
(1)令和３年３⽉１⽇から
     令和８年２⽉28⽇まで
(2)平成27年1⽉１⽇から
   令和７年７⽉31⽇まで

認定ＮＰＯ法⼈
若葉台（認）

横浜市旭区若葉台⼆丁⽬９番804号
平成27年４⽉１⽇から
令和８年２⽉28⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＷＥ２１ジャパン（認）

横浜市中区⼭下町70番地土居ビル６階
平成27年７⽉16⽇から
令和７年７⽉15⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
あさお市⺠活動サポートセンター（認）

川崎市麻生区上麻生一丁⽬11番５号
平成27年８⽉11⽇から
令和７年８⽉10⽇まで

ＮＰＯ法⼈
スローライフ障害者地域活動支援センター
（指）

鎌倉市腰越四丁⽬９番８号
平成27年１⽉１⽇から
令和７年10⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ゆい（認・指）

茅ヶ崎市浜須賀４番４号

次の(1)または(2)の期間
(1)平成28年５⽉27⽇から
     令和３年５⽉26⽇まで
(2)平成27年１⽉１⽇から
     令和２年12⽉31⽇まで

ＮＰＯ法⼈
かながわ３１１ネットワーク（認・指）

横浜市神奈川区⼤⼝仲町194番地９横浜妙蓮寺シティハウス107号

次の(1)または(2)の期間
(1)平成28年８⽉１⽇から
     令和８年７⽉31⽇まで
(2)平成27年１⽉１⽇から
     令和７年12⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
和有会（認・指）

横浜市緑区寺⼭町107番地７ハルオ中⼭ビル102

次の(1)または(2)の期間
(1)平成27年８⽉20⽇から
     令和５年８⽉15⽇まで
(2)平成30年１⽉１⽇から
     令和５年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
舞岡・やとひと未来（認）

横浜市⼾塚区南舞岡四丁⽬38番地13号
平成27年９⽉１⽇から
令和７年８⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
アンガージュマン・よこすか（認）

横須賀市上町⼆丁⽬４番地
平成27年８⽉28⽇から
令和７年８⽉27⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
化学物質過敏症支援センター（認）

横浜市中区南仲通４－39石橋ビル
平成27年12⽉１⽇から
令和７年11⽉30⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
かわさき市⺠アカデミー（認）

川崎市中原区今井南町28番41号
平成27年12⽉４⽇から
令和７年12⽉３⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
よこはま成年後⾒つばさ（認）

横浜市保土ケ谷区釜台町５番５号ルネ上星川５－202
平成27年12⽉１⽇から
令和７年11⽉30⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
⾼齢市⺠が活躍するための社会技術研究会
（認）

藤沢市湘南台四丁⽬24番の５
平成27年７⽉24⽇から
令和７年７⽉23⽇まで
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特定⾮営利活動法⼈
キャットネットかまくら（認）

鎌倉市⼆階堂851番地
平成28年１⽉１⽇から
令和７年３⽉10⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
教育活動総合サポートセンター（認）

川崎市⾼津区下作延五丁⽬11番８号
平成28年１⽉１⽇から
令和７年12⽉17⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ワーカーズ・コレクティブ ケアびーくる
（指）

⼤和市つきみ野四丁⽬５番地つきみ野ビレジＢ２－２０５
平成28年１⽉１⽇から
令和８年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
葉⼭まちづくり協会（認・指）

三浦郡葉⼭町堀内字⽜ヶ谷1874番

次の(1)または(2)の期間
(1)平成28年11⽉７⽇から
     令和８年11⽉６⽇まで
(2)平成28年１⽉１⽇から
     令和８年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
はあとハウス（指）

横浜市⼾塚区⼾塚町4253－１サクラス⼾塚１階
平成28年１⽉１⽇から
令和３年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
子どもセンターてんぽ（認）

横浜市港北区新横浜三丁⽬18番３号新横浜法律事務所内
平成28年３⽉１⽇から
令和８年２⽉28⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
栄眞学園（認）

⼤和市福⽥5512番２
平成28年３⽉17⽇から
平成31年３⽉16⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ワーカーズ・コレクティブオリーブ（認・
指）

横浜市⾦沢区柳町３番地16

次の(1)または(2)の期間
(1)平成31年４⽉１⽇から
    令和６年３⽉31⽇まで
(2)平成28年１⽉１⽇から
  令和８年７⽉31⽇まで

NPO法⼈
あっちこっち（認）

横浜市中区⻄竹之丸61番地５第⼆ヤマサコーポB-2号室
平成28年６⽉１⽇から
令和８年５⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
地域家族しんちゃんハウス（認・指）

⼤和市南林間七丁⽬１番15号

次の(1)または(2)の期間
(1)平成30年３⽉19⽇から
   令和５年３⽉18⽇まで
(2)平成28年１⽉１⽇から
     令和８年10⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＳＴスポット横浜（認・指）

横浜市⻄区北幸一丁⽬11番15号横浜ＳＴビル地下１階

次の(1)または(2)の期間
(1)平成29年４⽉１⽇から
     令和４年３⽉31⽇まで
(2)平成28年１⽉１⽇から
     令和３年12⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＷＥ２１ジャパンいそご（認・指）

横浜市磯子区森⼆丁⽬１番10号

次の(1)または(2)の期間
(1)平成29年５⽉１⽇から
     令和９年４⽉30⽇まで
(2)令和４年１⽉１⽇から
     令和８年12⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
小⽥原寺子屋スクール（認）

小⽥原市板橋756番地
平成28年11⽉30⽇から
令和元年11⽉29⽇まで

ＮＰＯ法⼈
多文化共生教育ネットワークかながわ（指）

横浜市栄区小菅ケ谷一丁⽬２番１号地球市⺠かながわプラザＮＰＯなど
のための事務室内

平成29年１⽉１⽇から
令和９年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ムーミンの会（認）

横浜市⻄区浜松町10番10号なかまの杜
平成29年１⽉５⽇から
令和４年１⽉４⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
みんなでお城をつくる会（認）

小⽥原市荻窪4385番地
平成29年１⽉１⽇から
令和８年12⽉27⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
藤沢ラグビー蹴球倶楽部（指）

藤沢市辻堂⻄海岸⼆丁⽬１番15号
平成29年１⽉１⽇から
令和４年10⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
Ｏｃｅａｎʼｓ Ｌｏｖｅ（認）

茅ケ崎市東海岸南四丁⽬11番47号パインヒルズ101号室
平成29年６⽉７⽇から
令和４年６⽉６⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
トムトム（指）

茅ケ崎市萩園2336番地２
平成29年１⽉１⽇から
令和４年12⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
神奈川県就労支援事業者機構（認）

横浜市中区元浜町三丁⽬21番地２ヘリオス関内ビル
平成29年10⽉１⽇から
令和４年９⽉30⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
まちづくりスポット茅ヶ崎（指）

茅ケ崎市浜⾒平11番１号
平成30年１⽉１⽇から
令和５年３⽉31⽇まで

ＮＰＯ法⼈
ミニシティ・プラス（認・指）

横浜市都筑区中川１－１７－２２ガーデンプラザ宮台４０２号室

次の(1)または(2)の期間
(1)令和２年１⽉１⽇から
  令和６年12⽉23⽇まで
(2)平成30年1 ⽉1 ⽇から
  令和５年12⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
フリースペースたまりば（認）

川崎市⾼津区千年435番地10
平成30年12⽉13⽇から
令和５年12⽉12⽇まで

ＮＰＯ法⼈
ぷかぷか（指）

横浜市緑区霧が丘四丁⽬17番３号
平成31年１⽉１⽇から
令和６年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
かながわ森林インストラクターの会（指）

厚⽊市中町⼆丁⽬13番14号サンシャインビル604号
平成31年１⽉１⽇から
令和６年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＷＥ21ジャパン・伊勢原（指）

伊勢原市石⽥670番地の７
平成31年１⽉１⽇から
令和６年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
シニアライフセラピー研究所（指）

藤沢市鵠沼海岸七丁⽬20番21号
平成31年１⽉１⽇から
令和６年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
⼤和市サッカー協会（指）

⼤和市⻄鶴間六丁⽬16番６号
平成31年１⽉１⽇から
令和６年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
横浜メンタルサービスネットワーク（認・
指）

横浜市港南区笹下一丁⽬７番６号

次の(1)または(2)の期間
(1)令和元年11⽉20⽇から
  令和６年11⽉19⽇まで
(2)平成31年１⽉１⽇から
    令和６年７⽉31⽇まで

16 / 17 ページ



特定⾮営利活動法⼈
びーのびーの（認）

横浜市港北区篠原北一丁⽬２番18号
平成31年１⽉１⽇から
令和５年12⽉16⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
エンゼルあきちゃん（認）

海⽼名市国分寺台⼆丁⽬２番２号
平成31年１⽉１⽇から
令和５年11⽉15⽇まで

ＮＰＯ法⼈
くるみ－来未（認）

川崎市中原区上平間1264番地３
平成31年２⽉１⽇から
令和８年６⽉22⽇まで

ＮＰＯ法⼈
アール・ド・ヴィーヴル（指）

小⽥原市久野403番地の17
平成31年１⽉１⽇から
令和６年10⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
横浜移動サービス協議会（認・指）

横浜市中区真砂町三丁⽬33番地

次の(1)または(2)の期間
(1)令和２年３⽉24⽇から
  令和７年３⽉23⽇まで
(2)平成31年１⽉１⽇から
  令和６年10⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
川崎市サッカー協会（認）

川崎市中原区小杉町一丁⽬526番地23武蔵小杉マンション104
令和元年６⽉13⽇から
令和６年６⽉12⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
こまちぷらす（認）

横浜市⼾塚区⼾塚町145－６奈良ビル２階
令和元年６⽉20⽇から
令和６年６⽉19⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
よこはまチャイルドライン（認）

横浜市保土ケ谷区宮⽥町１－70－16
令和元年８⽉21⽇から
令和６年８⽉20⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
横浜⽇独協会（認・指）

横浜市栄区小菅ケ谷一丁⽬２番１号地球市⺠かながわプラザＮＰＯなど
のための事務室内

次の(1)または(2)の期間
(1)令和２年７⽉１⽇から
  令和７年６⽉30⽇まで
(2)平成31年１⽉１⽇から
  令和６年12⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＷＥ２１ジャパン厚⽊（認・指）

厚⽊市中町三丁⽬18番５号

次の(1)または(2)の期間
(1)令和２年８⽉21⽇から
    令和７年８⽉20⽇まで
(2)平成31年１⽉１⽇から
  令和６年12⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ｇｒａｎｄ－ｍｅｒｅ（指）

海⽼名市中新⽥一丁⽬13番19号
令和２年１⽉１⽇から
令和７年７⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
シェア国際保健協⼒市⺠の会（認）

東京都台東区東上野一丁⽬20番地６号丸幸ビル５階
令和２年１⽉１⽇から
令和６年12⽉21⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
かわさき創造プロジェクト（認）

川崎市多摩区中野島六丁⽬29番１号新多摩川ハイム４号棟１０１
令和２年６⽉23⽇から
令和７年６⽉22⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
こころの健康を考えるかるがも会（認・指）

横浜市港南区港南台九丁⽬28番３号

次の(1)または(2)の期間
(1)令和３年３⽉31⽇から
    令和８年３⽉30⽇まで
(2)令和２年１⽉１⽇から
  令和７年10⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
さくらんぼ（認）

横浜市瀬谷区三ツ境10番地６コスモビル
令和２年１⽉１⽇から
令和５年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
鎌倉てらこや（認）

鎌倉市⼤船一丁⽬25番23号千⾥ビル３階
令和２年４⽉22⽇から
令和７年４⽉21⽇まで

ＮＰＯ法⼈
ＵＡＰＡＣＡＡ国際保全パートナーズ（認）

三浦郡葉⼭町⻑柄459番地の１ジュネス葉⼭クレスト201号
令和２年11⽉30⽇から
令和７年11⽉29⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
横浜こどもホスピスプロジェクト（認）

横浜市中区北仲通三丁⽬33番地関内フューチャーセンター
令和２年12⽉９⽇から
令和７年12⽉８⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
スローレーベル（指）

横浜市神奈川区⽩幡南町26-２
令和３年１⽉１⽇から
令和８年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
フードバンク湘南（指）

平塚市⼭下12番１リゾート⾼麗１０１
令和３年１⽉１⽇から
令和８年３⽉31⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ｌоｖｅ. ｆｕｔｂｏｌ Ｊａｐａｎ（認）

逗子市逗子六丁⽬11番20号クレールＺＵＳＨＩ101
令和３年２⽉24⽇から
令和６年２⽉23⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
スペシャルオリンピックス⽇本・神奈川
（認）

横浜市中区常盤町一丁⽬７番地横浜ＹＭＣＡ
令和３年４⽉16⽇から
令和８年４⽉15⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ミタイ・ミタクニャイ子ども基⾦（認）

横浜市都筑区東⼭⽥四丁⽬15番１号
令和３年８⽉16⽇から
令和８年８⽉15⽇まで

ＮＰＯ法⼈
オーシャンファミリー（認）

三浦郡葉⼭町下⼭⼝1741番地
令和３年１⽉１⽇から
令和７年１⽉６⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
スローレーベル（認）

横浜市南区吉野町２－４国際吉野町ビル402
令和３年９⽉21⽇から
令和８年９⽉20⽇まで

ＮＰＯ法⼈
すずの会（認）

川崎市宮前区⻄野川一丁⽬19番14号
令和３年12⽉16⽇から
令和８年12⽉15⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
子どものための国際音楽交流協会（認）

南足柄市塚原4638番地49
令和４年１⽉１⽇から
令和７年12⽉17⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
なんとかなる（認）

横須賀市馬堀町三丁⽬12番１
令和４年１⽉５⽇から
令和９年１⽉４⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
ＮＰＯレインボー（認）

川崎市川崎区⼤師町６番７号
令和４年１⽉24⽇から
令和９年１⽉23⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
いっぱい障がい者地域生活サポート会（認）

横浜市旭区中沢⼆丁⽬38番６号
令和４年２⽉24⽇から
令和９年２⽉23⽇まで

特定⾮営利活動法⼈
アイ・アム（認）

横浜市磯子区汐⾒台⼆丁⽬３番３号
令和４年４⽉19⽇から
令和９年４⽉18⽇まで
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