
認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

1 H23.3.2 石垣木型製作所 木型工場 四日市市三ツ谷町8-25 海蔵小学校 阿倉川

2 H23.10.11 未來 不動産会社 四日市市山城町1030 下野小学校 下野

3 H24.10.15 日本郵便株式会社四日市阿倉川郵便局 郵便局 四日市市万古町11-8 海蔵小学校 阿倉川

4 H24.10.15 日本郵便株式会社四日市あかつき郵便局 郵便局 四日市市中村町393-2 暁学園暁小学校
八郷小学校 大矢知

5 H24.10.15 日本郵便株式会社四日市大矢知郵便局 郵便局 四日市市大矢知町193 大矢知興譲小学校 大矢知

6 H25.10.16 日の出食堂 食堂 三重郡朝日町小向734-2 朝日小学校 朝日

7 H25.10.16 小松エンジニアリング株式会社 警備業 四日市市札場町377-1 下野小学校 下野

8 H27.10.14 桑名三重信用金庫川越支店 信用金庫 三重郡川越町大字豊田354-6 川越南小学校
暁学園暁小学校 川越富洲原

9 H28.10.18 日本ケミカル工業株式会社 発泡スチロール製造加工業 四日市市生桑町336-1 三重小学校 三重

10 H29.10.17 富田一色郵便局 郵便局 四日市市富州原町2-83 富洲原小学校 川越富洲原

11 H30.10.16 サイクリスト 自転車店 四日市市千代田町471 八郷小学校 大矢知

12 R1.10.18 株式会社Applause 中古車販売 四日市市大字羽津2146-1 羽津北小学校
羽津小学校 阿倉川

13 R2.7.1 三重北農業協同組合三重支店 農協 四日市市東坂部町219番地1 三重小学校 三重

14 R2.7.1 三重北農業協同組合大矢知支店 農協 四日市市大矢知町1065番地1 大矢知興譲小学校 大矢知

15 R2.7.1 三重北農業協同組合八郷支店 農協 四日市市平津町84番地1 八郷小学校 大矢知

16 R2.7.1 三重北農業協同組合下野支店 農協 四日市市朝明町530番地2 下野小学校 下野

17 R2.7.1 三重北農業協同組合海蔵支店 農協 四日市市大字東阿倉川510番地 海蔵小学校 阿倉川

18 R2.7.1 三重北農業協同組合羽津支店 農協 四日市市大宮町13番9号 羽津小学校 阿倉川

19 R2.7.1 三重北農業協同組合朝明支店 農協 四日市市富田2丁目14番20号 富田小学校 川越富洲原

20 R2.7.1 三重北農業協同組合川越支店 農協 三重郡川越町大字豊田一色195番地 川越北小学校 川越

21 R2.7.1 三重北農業協同組合朝日支店 農協 三重郡朝日町大字柿2270番地 朝日小学校 朝日

22 R2.7.8 日本郵便株式会社四日市かすみ郵便局 郵便局 四日市市羽津町10番1号 羽津小学校 阿倉川
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23 R2.7.8 日本郵便株式会社四日市東富田郵便局 郵便局 四日市市東富田町14番15号 富田小学校 川越富洲原

24 R2.7.8 日本郵便株式会社四日市山城郵便局 郵便局 四日市市山城町1147番地5 下野小学校 下野

25 R2.7.8 日本郵便株式会社川越郵便局 郵便局 三重郡川越町豊田一色1236番地13 川越北小学校 川越富洲原

26 R2.7.8 日本郵便株式会社四日市富田西郵便局 郵便局 四日市市茂福155番地3 富田小学校 川越富洲原

27 R2.7.8 日本郵便株式会社川越富洲原郵便局 郵便局 三重郡川越町豊田81番地4 川越南小学校
暁学園暁小学校 川越富洲原

28 R2.7.8 日本郵便株式会社四日市松原郵便局 郵便局 四日市市松原町5番42号 富洲原小学校 川越富洲原

29 R2.7.8 日本郵便株式会社朝日郵便局 郵便局 三重郡朝日町小向1933番地 朝日小学校 朝日

30 R2.7.8 日本郵便株式会社四日市東坂部郵便局 郵便局 四日市市東坂部町91番地2 三重小学校 三重

31 R2.7.8 日本郵便株式会社四日市小杉郵便局 郵便局 四日市市小杉町1876番地3 大谷台小学校 三重

32 R2.8.5 わたり理容 理容店 四日市市別名五丁目5番33号 羽津北小学校 阿倉川

33 R2.8.5 モタカ 理容店 四日市市西阿倉川1096番地 海蔵小学校 阿倉川

34 R2.8.5 ひかり理容 理容店 四日市市阿倉川町1番9号 海蔵小学校 阿倉川

35 R2.8.5 cut＆shave calm hair 理容店 四日市市羽津町20番20号 羽津小学校 阿倉川

36 R2.8.5 理容浅沼 理容店 四日市市羽津山町15番16号 羽津小学校 阿倉川

37 R2.8.5 かすみ理容 理容店 四日市市羽津中一丁目7番17号 羽津小学校 阿倉川

38 R2.8.5 理容石原 理容店 四日市市羽津町1番4号 羽津小学校 阿倉川

39 R2.8.5 カットクラブボゥ 理容店 四日市市山手町3309番地 羽津小学校 阿倉川

40 R2.8.5 かわせ理容 理容店 四日市市羽津山町４番30号 羽津小学校 阿倉川

41 R2.8.5 コタニ理容 理容店 四日市市大宮町17番4号 羽津小学校 阿倉川

42 R2.8.5 ヘアリフレッシュイノウエ 理容店 四日市市小杉新町181番地3 大谷台小学校 三重

43 R2.8.5 ヘアーサロンいくの 理容店 四日市市小杉町1655番地6 大谷台小学校 三重

44 R2.8.5 ヘアーココロンドン 理容店 四日市市西坂部町4774番地1 三重小学校　三重西小学校 三重

45 R2.8.5 有限会社たましん 宝飾品販売
絵画販売 四日市市富田一丁目13番10号 富田小学校 川越富洲原

46 R2.8.5 株式會社みやた 葬祭業 四日市市富州原町10番4号 富洲原小学校 川越富洲原



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

47 R2.8.5 ＣＡＦＥ　ＥＮＩＳＨＩ 飲食店 四日市市富田三丁目13番40号鈴与ビル1階東 富田小学校 川越富洲原

48 R2.8.5 石田スポーツ店 スポーツ店 四日市市茂福町2番12号 富田小学校 川越富洲原

49 R2.8.5 株式会社ウイズワタナベ 小売業 四日市市大字茂福684番地1 富田小学校 川越富洲原

50 R2.8.5 ハッピーテラス四日市北教室 社会福祉 四日市市富田一丁目25番11号 富田小学校 川越富洲原

51 R2.8.12 スタンピアあさけ 小売業 四日市市富田四丁目4番9号 富田小学校 川越富洲原

52 R2.8.12 Trippin' Gorilla Café 飲食店 四日市市垂坂町201番地1 大谷台小学校 大矢知

53 R2.8.26 モリデン 電化製品販売 四日市市東坂部町1575番地4 三重小学校 三重

54 R2.11.18 日本郵便株式会社四日市坂部が丘郵便局 郵便局 四日市市東坂部町2260番地6 三重北小学校 三重

55 R2.11.18 舘産業有限会社 製造業 三重郡川越町大字南福崎16番地 川越北小学校 川越

56 R2.11.18 有限会社松輝製網 製造業 三重郡川越町大字当新田164番地 川越北小学校 川越

57 R2.11.18 株式会社中村組 建設業 四日市市あかつき台二丁目1番地の192 八郷西小学校 大矢知

58 R2.11.18 有限会社常磐製作所 製造業 三重郡朝日町大字柿1533番地 朝日小学校 朝日

59 R2.11.18 有限会社丸広プロパン ガス販売 三重郡川越町大字亀須新田117番地 川越北小学校 川越

60 R2.11.18 水谷カメラ店 小売業 四日市市富田一丁目25番13号 富田小学校 川越富洲原

61 R2.11.18 合資会社早川酒造部 製造業 三重郡川越町大字高松829番地 川越南小学校 川越

62 R2.11.18 森石油株式会社 ガソリンスタンド 三重郡川越町大字豊田344番地3 川越南小学校
暁学園暁小学校 川越富洲原

63 R2.11.18 ヘアーサロンリリー 理容店 三重郡川越町大字高松91番地2 川越南小学校 川越

64 R2.11.18 ヘアーサロンシロー 理容店 四日市市あかつき台一丁目1番地141 八郷西小学校 大矢知

65 R3.1.13 清水乳販 乳類販売 四日市市生桑町920番地9 三重小学校 三重

66 R3.2.3 伊井運輸株式会社 運送業 三重郡川越町豊田581番地
川越南小学校
暁学園暁小学校 川越富洲原

67 R3.5.26 有限会社内田建築 建築業 四日市市八田2丁目8番1号 羽津北小学校 阿倉川

68 R3.5.26 中日新聞三重平専売所たけうち新聞店 新聞販売業 四日市市三重3丁目123番地 三重西小学校 三重

69 R3.6.2 森税理士事務所 税理士事務所 三重郡川越町大字豊田232番地5 暁学園暁小学校 川越富洲原

70 R3.6.30 ＣＣＮｅｔ北勢局 ケーブルテレビ局 三重郡川越町大字豊田241番地1 暁学園暁小学校 川越富洲原
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71 R3.9.15 ハッピーテラス大矢知教室 社会福祉 四日市市蒔田四丁目2番11号 大矢知興譲小学校 大矢知

72 R3.9.15 こころ四日市治療院 訪問鍼灸マッサージ 四日市市三重一丁目2番地メインセンター 三重西小学校 三重

73 R3.10.13 中京クライスラー株式会社ジープ三重 自動車整備販売店 三重郡川越町大字南福崎868番地1 川越北小学校 川越

74 R3.10.13 平岡回生堂薬局　富田店 薬局 四日市市富田一丁目20番10号 富田小学校 川越富洲原

75 R3.10.13 平岡回生堂薬局　大矢知店 薬局 四日市市下之宮町30番1号 大矢知興譲小学校 大矢知

76 R3.10.13 平岡回生堂薬局　あかつき店 薬局 四日市市あかつき台二丁目1番68号 八郷西小学校 大矢知

77 R3.10.13 橘屋 製菓業 四日市市西坂部町3621番地5 三重小学校 三重

78 R3.11.2 四日市温泉おふろcafé湯守座  温泉施設 四日市市生桑町311番地 三重小学校 三重

79 R4.2.16 朝日ガスエナジー株式会社セルフオアシス坂部ＳＳ ガソリンスタンド 四日市市山之一色町509番地1 三重北小学校 三重

80 R4.2.16 のの薬局　山之一色店 薬局 四日市市山之一色町2423番地2 三重北小学校 三重

81 R4.2.16 miku. 飲食店 四日市市山之一色町2407番地2 三重北小学校 三重

82 R4.2.16 三岐通運株式会社　本社 物流 四日市市富田三丁目22番79号 富田小学校 川越富洲原

83 R4.2.16 三岐通運株式会社　住宅家電事業部 物流 四日市市富士町7番21号 羽津小学校 阿倉川

84 R4.3.23 株式会社むつみ運輸本社 運輸業 四日市市東阿倉川822番地4 海蔵小学校 阿倉川

85 R4.4.6 河野電器 家電販売店 三重郡朝日町縄生2051番地4 朝日小学校 朝日

86 R4.4.6 Cord Café 喫茶店 三重郡朝日町縄生2054番地4 朝日小学校 朝日

87 R4.8.31 KTY株式会社 管工事業 三重郡川越町大字高松115番地1 川越南小学校 川越

88 R5.4.5 ハッピーテラス富田教室 社会福祉 四日市市大字茂福770番地1 富田小学校 川越富洲原


