
認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

1 H23.10.11 株式会社デンソー大安製作所 自動車関連工場 いなべ市大安町門前1530 笠間小学校 梅戸井

2 H23.10.11 有限会社カメラの寺田 カメラ店 いなべ市員弁町大泉1280-5 員弁東小学校 署所在地

3 H25.10.16 有限会社嶋屋 文具店 いなべ市北勢町阿下喜2090 阿下喜小学校 阿下喜

4 H26.10.14 山口屋家具店 家具店 いなべ市北勢町阿下喜1075 阿下喜小学校 阿下喜

5 H27.10.14 松舎製菓店 菓子店 いなべ市藤原町市場新屋143-6 藤原小学校 東藤原

6 H28.10.18 ヘアーサロンＵＮ 理容店 員弁郡東員町笹尾西4-8-7 笹尾西小学校 東員

7 H29.10.17 カワセ自動車 中古自動車販売業 いなべ市員弁町宇野159-1 員弁西小学校 署所在地

8 H30.10.16 磯部興業株式会社いなべ営業所 運送業 いなべ市大安町南金井2571-1 笠間小学校 梅戸井

9 R1.10.18 有限会社三陽工機 溶接業 いなべ市藤原町石川396-1 藤原小学校 東藤原

10 R2.4.15 多湖ホーム 家具販売 いなべ市員弁町北金井1868番地 員弁西小学校 署所在地

11 R2.6.17 有限会社日置佛檀店 仏壇仏具販売店 員弁郡東員町大字中上419番地1 三和小学校 東員

12 R2.6.17 日本郵便株式会社北勢郵便局 郵便局 いなべ市北勢町阿下喜2069-1 阿下喜小学校 阿下喜

13 R2.6.17 日本郵便株式会社員弁郵便局 郵便局 いなべ市員弁町石仏1988 員弁西小学校 署所在地

14 R2.6.17 日本郵便株式会社藤原郵便局 郵便局 いなべ市藤原町本郷1466-4 藤原小学校 白瀬

15 R2.6.17 日本郵便株式会社石榑郵便局 郵便局 いなべ市大安町石榑南361-1 石榑小学校 石榑

16 R2.6.17 日本郵便株式会社十社郵便局 郵便局 いなべ市北勢町畑毛672 十社小学校 十社

17 R2.6.17 日本郵便株式会社大安丹生川郵便局 郵便局 いなべ市大安町丹生川久下1167-1 丹生川小学校 三里

18 R2.6.17 日本郵便株式会社梅戸井郵便局 郵便局 いなべ市大安町南金井1077-8 笠間小学校 梅戸井

19 R2.6.17 日本郵便株式会社東員六把野郵便局 郵便局 員弁郡東員町六把野新田149-1 神田小学校 東員

20 R2.6.17 日本郵便株式会社東員笹尾郵便局 郵便局 員弁郡東員町笹尾東2-31-2 笹尾東小学校 東員

21 R2.6.17 いなべ音楽教室 音楽教室 員弁郡東員町笹尾西2-27-3 笹尾西小学校 東員
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22 R2.6.17 有限会社フードショップテル 小売業 いなべ市北勢町阿下喜2708番地 阿下喜小学校 阿下喜

23 R2.6.17 三重北農業協同組合梅戸井支店 農協 いなべ市大安町門前518番地 笠間小学校 梅戸井

24 R2.6.17 三重北農業協同組合石榑支店 農協 いなべ市大安町石榑南434番地1 石榑小学校 石榑

25 R2.6.17 三重北農業協同組合白瀬支店 農協 いなべ市藤原町市場630番地 藤原小学校 東藤原

26 R2.6.17 三重北農業協同組合白瀬支店立田店 農協 いなべ市藤原町篠立2474番地1 藤原小学校 白瀬

27 R2.6.17 三重北農業協同組合中里支店 農協 いなべ市藤原町上相場389番地 藤原小学校 白瀬

28 R2.6.17 三重北農業協同組合治田支店 農協 いなべ市北勢町東村51番地11 治田小学校 阿下喜

29 R2.6.17 三重北農業協同組合阿下喜支店 農協 いなべ市北勢町阿下喜1911番地 阿下喜小学校 阿下喜

30 R2.6.17 三重北農業協同組合十社支店 農協 いなべ市北勢町畑毛660番地 十社小学校 十社

31 R2.6.17 三重北農業協同組合山郷支店 農協 いなべ市北勢町麻生田3578番地1 山郷小学校 阿下喜

32 R2.6.17 三重北農業協同組合三和支店 農協 員弁郡東員町大字長深905番地1 三和小学校 東員

33 R2.6.24 三重北農業協同組合神田支店 農協 員弁郡東員町大字六把野新田150番地1 神田小学校 東員

34 R2.7.1 大安水道 水道施工管理 いなべ市大安町南金井1780番地3 笠間小学校 梅戸井

35 R2.9.30 平塚簡易郵便局 郵便局 いなべ市大安町平塚518番地1 三里小学校 三里

36 R2.11.18 伊勢治田接骨院 接骨院 いなべ市北勢町別名269番地１ 治田小学校 治田

37 R2.11.25 酒天童子ネオポリス店 飲食業 員弁郡東員町城山三丁目29番13 城山小学校 東員

38 R3.1.27 ミカワ産業株式会社 燃料小売業 いなべ市藤原町川合100番地1 藤原小学校 東藤原

39 R3.1.27 杉山商店 小売業 いなべ市北勢町其原701番地21 山郷小学校 阿下喜

40 R3.1.27 農業喫茶マロン 飲食業 いなべ市藤原町市場127番地 藤原小学校 東藤原

41 R3.1.27 杉本呉服店 小売業 いなべ市大安町門前513番地 笠間小学校 梅戸井

42 R3.1.27 株式会社Ｍａｓｋ コインランドリー いなべ市大安町石榑東2012番地3 石榑小学校 石榑

43 R3.1.27 清水答練塾 学習塾 いなべ市大安町梅戸2358番地17 笠間小学校 梅戸井
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44 R3.1.27 川瀬石油店 燃料小売業 いなべ市北勢町下平411番地 十社小学校 十社

45 R3.1.27 片山珠算学校 珠算教室 いなべ市北勢町其原619番地2 山郷小学校 阿下喜

46 R3.1.27 角屋 和菓子店 いなべ市員弁町石仏1993番地2 員弁西小学校 署所在地

47 R3.1.27 北野屋金物店 金物建材小売業 いなべ市員弁町楚原727番地1 員弁西小学校 署所在地

48 R3.1.27 イヅモヤ 寝具製造販売 員弁郡東員町六把野新田46番地1 神田小学校 東員

49 R3.4.7 三重北農業協同組合員弁支店 農協 いなべ市員弁町笠田新田111番地 員弁西小学校 署所在地

50 R3.12.8 中村商店 雑貨店 員弁郡東員町大字大木771番地3 稲部小学校 東員

51 R4.7.6 三岐通運株式会社　生産課 セメント系固化材製造業 いなべ市北勢町阿下喜186番地2 阿下喜小学校 阿下喜

52 R4.12.7 株式会社名古屋サンギ　三重運輸課 運送業 いなべ市大安町丹生川上1288番地6 丹生川小学校 三里


