
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 青木開発株式会社 不動産会社 松阪市小黒田町426-1 花岡小学校 愛宕町

2 H24.10.15 髙橋自動車 自動車修理業 多気郡多気町河田292 相可小学校 多気

3 H24.10.15 日本郵便株式会社五ヶ谷郵便局 郵便局 多気郡多気町古江382-1 勢和小学校 勢和

4 H25.10.16 有限会社中西新聞店 新聞販売店 松阪市久保町767-10 第五小学校 久保

5 H25.10.16 きらく理容 理容店 松阪市飯南町粥見6-3 柿野小学校 粥見

6 H25.10.16 カットサロントコトコ 理容店 松阪市田原町332-25 第五小学校 愛宕町

7 H26.10.14 有限会社米常 米穀店 松阪市垣鼻町1303 第五小学校 愛宕町

8 H26.10.14 株式会社まるかわ 浄化槽等清掃業 松阪市曽原町2894-1 天白小学校 天白

9 H26.10.14 有限会社寿総合食品 海苔等加工食品卸売業 松阪市松崎浦町315-16 松ヶ崎小学校 川井町

10 H27.10.14 金谷自転車店 自転車店 多気郡明和町金剛坂922-2 斎宮小学校 明和

11 H28.10.18 有限会社三重工芸 看板広告設置
メンテナンス業 松阪市丹生寺町305-2 松尾小学校 松尾

12 H29.10.17 すがぜ屋有限会社 駐車（輪）場賃貸 松阪市嬉野中川新町2-79 中川小学校 嬉野

13 H29.10.17 スーパーサンシ株式会社明和店 スーパーマーケット 多気郡明和町有爾中943 明星小学校 明和

14 H29.10.17 三重県農業共済組合松阪飯多支所 農業保険 多気郡多気町相可1687-4 相可小学校 相可

15 H30.10.16 アピタ松阪三雲店 総合小売業 松阪市市場庄町1266-1 米ノ庄小学校 川井町

16 H30.10.16 小貞石油株式会社松阪大学前店 ガソリンスタンド 松阪市魚町1769 徳和小学校 川井町

17 H30.10.16 三重交通商事株式会社松阪京町営業所 ガソリンスタンド 松阪市京町一区13番6号 第一小学校 松阪駅前

18 R1.10.18 ヘアースタジオあるふぁ 理容店 松阪市小野江町668-3 小野江小学校 小野江

19 R2.4.15 清水製茶 製茶業 松阪市嬉野小原町1435番地1 豊地小学校 嬉野

20 R2.5.20 hair studio Takada 理容店 松阪市飯南町粥見3958番地1 粥見小学校 粥見

21 R2.5.20 とこりん理容店 理容店 松阪市飯高町宮前1098番地9 宮前小学校 飯高幹部

松阪警察署管内



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

22 R2.5.20 理容ヤマモト 理容店 多気郡多気町平谷985番地1 佐奈小学校 佐奈

23 R2.5.20 美川表具店 表具店 松阪市嬉野島田町274番地1 豊地小学校 嬉野

24 R2.5.20 有限会社前島食堂 飲食業 松阪市大河内町612番地1 大河内小学校 大河内

25 R2.6.17 日本郵便株式会社飯南郵便局 郵便局 松阪市飯南町横野363番地2 柿野小学校 柿野

26 R2.6.17 日本郵便株式会社大石郵便局 郵便局 松阪市小片野町1252番地2 南小学校 大石

27 R2.6.17 日本郵便株式会社松阪川井町郵便局 郵便局 松阪市川井町893番地4 第三小学校 川井町

28 R2.6.17 日本郵便株式会社三雲天白郵便局 郵便局 松阪市曽原町669番地7 天白小学校 天白

29 R2.6.17 日本郵便株式会社松阪徳和郵便局 郵便局 松阪市下村町1109番地1 徳和小学校 久保

30 R2.6.17 日本郵便株式会社松阪清生郵便局 郵便局 松阪市清生町492番地16 第二小学校 愛宕町

31 R2.6.17 日本郵便株式会社松阪久保郵便局 郵便局 松阪市久保町1821番地8 徳和小学校 久保

32 R2.6.17 日本郵便株式会社多気郵便局 郵便局 多気郡多気町相可1066番地11 相可小学校 相可

33 R2.6.17 日本郵便株式会社大河内郵便局 郵便局 松阪市大河内町1008番地 大河内小学校 大河内

34 R2.6.17 株式会社小林Ｆ．Ｒ．Ｃ 農業 松阪市佐久米町613番地 朝見小学校 朝見

35 R2.6.17 日本郵便株式会社宮前郵便局 郵便局 松阪市飯高町宮前239番地2 宮前小学校 飯高幹部

36 R2.7.1 デイサービスもりの輪 介護施設 松阪市小野江町64番地3 小野江小学校 小野江

37 R2.7.8 かし文 飲食業 松阪市愛宕町三丁目31番地 第二小学校 愛宕町

38 R2.7.8 井田理容店 理容店 松阪市射和町208番地1 射和小学校 射和

39 R2.7.15 西田商会 オートバイ販売店 松阪市佐久米町279番地1 朝見小学校 朝見

40 R2.7.29 ヤマダ鋸センター 鋸製造販売店 松阪市立田町672番地1 朝見小学校 朝見

41 R2.7.29 みくも鍼灸接骨院 接骨院 松阪市甚目町18番地14 小野江小学校 小野江

42 R2.8.5 枝川自転車商会 自転車オートバイ修理販売 松阪市小野江町337番地 小野江小学校 小野江

43 R2.8.5 てらだ鍼灸整骨院 整骨院 松阪市駅部田町141番地1-102 花岡小学校 愛宕町



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

44 R2.8.5 新谷鍼灸整骨院 整骨院 松阪市飯南町粥見2513番地3 粥見小学校 粥見

45 R2.8.5 さんだ鍼灸整骨院 整骨院 松阪市日野町579番地1 第一小学校 松阪駅前

46 R2.8.12 みえなか農業協同組合朝見農機センター 農協 松阪市大宮田町249番地1 朝見小学校 朝見

47 R2.8.26 なかがわ接骨院 接骨院 松阪市久保町1199番地5 徳和小学校 久保

48 R2.8.26 株式会社オークワ三雲店 スーパーマーケット 松阪市小舟江町91番地2 鵲小学校 天白

49 R2.8.26 マックスバリュ東海株式会社マックスバリュ大石店 スーパーマーケット 松阪市小片野町70番地 南小学校 大石

50 R2.8.26 株式会社オークワプライスカット松阪大石店 スーパーマーケット 松阪市小片野町902番地1 南小学校 大石

51 R2.9.2 ウエルシア松阪中道町店 ドラッグストア 松阪市中道町485番地 天白小学校 天白

52 R2.9.2 マルミヤ衣料有限会社 衣料品店 松阪市中道町394番地 天白小学校 天白

53 R2.9.2 ヘアーサロンめぐみ 理容店 松阪市飯高町森1396番地 香肌小学校 香肌

54 R2.9.16 hair salon tri. 美容店 松阪市小舟江町19番地2 鵲小学校 天白

55 R2.9.16 奥出電気商会 電気工事業 多気郡多気町田中121番地1 外城田小学校 西外城田

56 R2.9.16 理容カゲイ 理容店 松阪市飯南町横野8番地2 柿野小学校 柿野

57 R2.9.30 魚徳 鮮魚店 松阪市嬉野川北町1316番地1 豊田小学校 嬉野

58 R2.9.30 モリクリーニング クリーニング店 松阪市大黒田町1859番地1 幸小学校 川井町

59 R2.9.30 日本郵便株式会社伊勢寺郵便局 郵便局 松阪市深長町1185番地2 伊勢寺小学校 川井町

60 R2.9.30 日本郵便株式会社阿坂郵便局 郵便局 松阪市小阿坂町4871番地2 阿坂小学校 川井町

61 R2.9.30 農業組合法人三重きのこ園生産組合 農産物生産販売 松阪市高須町3214番地 西黒部小学校 西黒部

62 R2.9.30 佐多家 飲食業 松阪市西黒部町1799番地1 西黒部小学校 西黒部

63 R2.9.30 有限会社金鈴堂薬局 薬局 松阪市東黒部町552番地 東黒部小学校 東黒部

64 R2.11.18 高町　お菓子横丁 菓子店 松阪市高町124番地 第四小学校 松阪駅前

65 R2.11.18 株式会社ＪＡ全農みえサービスＪＡＳＳ－PORT川井町 ガソリンスタンド（農協） 松阪市川井町298番地3 松江小学校 川井町



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

66 R2.11.18 みえなか農業協同組合港店 農協 松阪市荒木町18番地1 港小学校 松阪駅前

67 R2.10.14 多気郡農業協同組合津田店 農協 多気郡多気町井内林130番地1 津田小学校 相可

68 R2.11.18 みえなか農業協同組合本店 農協 松阪市豊原町1043番地1 揥水小学校 櫛田

69 R2.11.18 なの花薬局松阪目田店 調剤薬局 松阪市目田町327番地6 漕代小学校 櫛田

70 R2.11.18 ビューティーサロン　ラブ 美容店 松阪市豊原町1132番地1 揥水小学校 櫛田

71 R2.11.18 株式会社ぎゅーとら下村店 スーパーマーケット 松阪市下村町788番地1 徳和小学校 久保

72 R2.11.18 株式会社ぎゅーとらラブリー明和店 スーパーマーケット 多気郡明和町大字有爾中206番地1 修正小学校 明和

73 R2.11.18 ヘアーサロンしんぷる 美容室 松阪市保津町414番地3 機殿小学校 東黒部

74 R2.10.14 株式会社ぎゅーとらラブリー大黒田店 スーパーマーケット 松阪市大黒田町931番地 花岡小学校 川井町

75 R2.11.18 株式会社ぎゅーとらラブリー長月店 スーパーマーケット 松阪市長月町88番地1 第二小学校 愛宕町

76 R2.11.18 スーパー山本 小売業 松阪市光町67番地 山室山小学校 久保

77 R2.11.18 多気郡農業協同組合勢和給油所 ガソリンスタンド（農協） 多気郡多気町朝柄2977番地1 勢和小学校 勢和

78 R2.11.18 ヘアーサロンみつ 理容店 多気郡明和町大字佐田623番地1 上御糸小学校 明和

79 R2.11.18 Mecha Dock 自動車整備 多気郡明和町大字南藤原737番地5 下御糸小学校 明和

80 R2.11.18 ガソリンスタンド 多気郡明和町大字大淀2421番地1 大淀小学校 明和

81 R2.11.18 みえなか農業協同組合事故サポートセンター 農協 松阪市嬉野田村町840番地1 中原小学校 嬉野

82 R2.11.18 株式会社サカキＬ＆Ｅワイズ 物流 松阪市古井町35番地 朝見小学校 朝見

83 R2.11.18 からあげゃ花 飲食業 松阪市光町1072番地15 山室山小学校 久保

84 R2.11.25 有限会社みなとや 食品製造業 多気郡多気町相可179番地 相可小学校 相可

85 R2.11.25 有限会社すかや呉服店 小売業 多気郡多気町仁田645番地1 佐奈小学校 佐奈

86 R2.11.25 株式会社うおすけ 食品販売業 多気郡多気町相可480番地8 相可小学校 相可

87 R3.1.13 多気町商工会 商工会 多気郡多気町相可1687番地8 相可小学校 相可
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88 R3.1.13 万協製薬株式会社 製薬業 多気郡多気町仁田725番地1 佐奈小学校 佐奈

89 R3.1.13 河武醸造株式会社 製造業 多気郡多気町五桂234番地 佐奈小学校 佐奈

90 R3.1.13 株式会社やなぎ 葬祭業 多気郡多気町相可1064番地1 相可小学校 相可

91 R3.1.13 松井モータース自転車店 自転車店 松阪市飯南町深野3700番地４ 柿野小学校 柿野

92 R3.1.13 株式会社川原製茶 製茶業 多気郡多気町丹生4337番地 勢和小学校 勢和

93 R3.1.13 café＆shop1735 飲食業 多気郡多気町丹生1735番地 勢和小学校 勢和

94 R3.1.13 月Luna 飲食業 多気郡多気町片野24番地6 勢和小学校 勢和

95 R3.1.13 ラブミー美容室 美容室 松阪市飯南町深野582番地2 柿野小学校 柿野

96 R3.1.13 たこ坊 飲食店 多気郡明和町大字佐田965番地3 上御糸小学校 明和

97 R3.1.13 明治宅配サービスフクタニ 乳類販売 松阪市下村町995番地1 徳和小学校 久保

98 R3.1.13 明治牛乳松阪中央センター 乳類販売 松阪市大黒田町1046番地9 花岡小学校 川井町

99 R3.2.24 みえなか農業協同組合三雲支店 農協 松阪市中道町319番地 天白小学校 天白

100 R3.2.24 みえなか農業協同組合嬉野支店 農協 松阪市嬉野中川新町四丁目156番地 中川小学校 嬉野

101 R3.3.10 多気郡農業協同組合明和南支店 農協 多気郡明和町大字上野77-6 明星小学校 明和

102 R3.3.10 多気郡農業協同組合相可支店 農協 多気郡多気町相可182番地1 相可小学校 相可

103 R3.3.10 多気郡農業協同組合多気支店 農協 多気郡多気町四神田340番地2 佐奈小学校 佐奈

104 R3.3.17 福山商店 小売業 松阪市飯南町深野3691番地1 柿野小学校 柿野

105 R3.3.17 エクステリア・ナカタニ 屋外装飾業 松阪市飯南町深野714番地 柿野小学校 柿野

106 R3.3.17 しのぶ美容室 美容業 松阪市飯南町横野552番地2 柿野小学校 柿野

107 R3.3.17 魚保商店 小売業 松阪市飯南町横野818番地 柿野小学校 柿野

108 R3.3.17 大久保商店 酒類食品小売 松阪市飯南町粥見2278番地1 粥見小学校 粥見

109 R3.3.17 中川林産 製材業 松阪市飯南町深野3194番地 柿野小学校 柿野
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110 R3.3.17 野呂理容店 理容店 松阪市飯南町深野3526番地1 柿野小学校 柿野

111 R3.3.17 岩佐新聞店 新聞販売 松阪市飯南町粥見1番地3 柿野小学校 粥見

112 R3.3.17 一光建設有限会社 土木工事業 松阪市飯高町宮前1102番地10 宮前小学校 飯高幹部

113 R3.3.17 ひさご 飲食業 松阪市飯高町宮前709番地2 宮前小学校 飯高幹部

114 R3.3.17 大五薬局 衣料品化粧品販売 松阪市飯高町宮前760番地 宮前小学校 飯高幹部

115 R3.3.17 ショッピングストアすぎうら 小売業 松阪市飯南町粥見2151番地 粥見小学校 粥見

116 R3.3.17 株式会社世古自販サービス 自動車修理販売 松阪市飯南町粥見2771番地 粥見小学校 粥見

117 R3.3.17 ファミリースーパーつるや本店 小売業 松阪市飯高町宮本784番地3 香肌小学校 飯高幹部

118 R3.3.17 ファミリースーパーつるや宮前店 小売業 松阪市飯高町宮前274番地 宮前小学校 飯高幹部

119 R3.3.17 亀成園 宿泊体験施設 松阪市飯高町森1711番地2 香肌小学校 香肌

120 R3.3.17 有限会社上野屋 ＬＰガス販売
食品製造 松阪市飯高町宮前1468番地1 宮前小学校 飯高幹部

121 R3.3.17 多気郡農業協同組合　多気勢和支店 農協 多気郡多気町古江1295番地 勢和小学校 勢和

122 R3.3.17 多気郡農業協同組合　本店 農協 多気郡明和町大字斎宮1831番地21 斎宮小学校 明和

123 R3.4.7 多気郡農業協同組合　明和北支店 農協 多気郡明和町大字行部525番地1 上御糸小学校 明和

124 R3.4.7 多気郡農業協同組合　斎宮支店 農協 多気郡明和町大字斎宮3404番地1 斎宮小学校 明和

125 R3.5.26 明和町商工会 商工会 多気郡明和町大字馬之上945番地
上御糸小学校
斎宮小学校 明和

126 R3.5.26 有限会社ホームタウン 建築業 多気郡明和町大字有爾中212番地1
斎宮小学校
明星小学校 明和

127 R3.5.26 スポーツ＆ギフト　ヒカリ スポーツ用品ギフト商品販売業 多気郡明和町大字明星本郷975番地3 明星小学校 明和

128 R3.5.26 ブヘヤ 給排水工事業 多気郡明和町大字北藤原271番地 下御糸小学校 明和

129 R3.5.26 中華料理香蘭 飲食業 多気郡明和町大字斎宮3696番地4 斎宮小学校 明和

130 R3.5.26 辻井呉服店 呉服衣料品販売業 多気郡明和町大字竹川273番地 斎宮小学校 明和

131 R3.5.26 有限会社スカイル 金属加工組立業 多気郡明和町大字志貴1379番地2 下御糸小学校 明和



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

132 R3.5.26 有限会社辻丈蔵商店 海藻類製造販売業 多気郡明和町大字大淀甲184番地 大淀小学校 明和

133 R3.5.26 山路塗装 塗装業 多気郡明和町大字金剛坂732番地1 斎宮小学校 明和

134 R3.5.26 株式会社山中化成 製造業 多気郡明和町大字大淀2855番地42 大淀小学校 明和

135 R3.7.7 みえなか農業協同組合市支店 農協 松阪市郷津町140番地1 第四小学校 松阪駅前

136 R3.7.7 みえなか農業協同組合くろべ支店 農協 松阪市東黒部町天神1番地 東黒部小学校 東黒部

137 R3.7.7 みえなか農業協同組合粥見支店 農協 松阪市飯南町粥見4474番地1 粥見小学校 粥見

138 R3.7.7 みえなか農業協同組合伊勢寺店 農協 松阪市八重田町173番地1 伊勢寺小学校 川井町

139 R3.7.7 みえなか農業協同組合松江支店 農協 松阪市西之庄町228番地 第三小学校 川井町

140 R3.7.7 みえなか農業協同組合いざわ支店 農協 松阪市射和町582番地1 射和小学校 射和

141 R3.7.7 みえなか農業協同組合花岡店 農協 松阪市大黒田町823番地3 花岡小学校 川井町

142 R3.7.7 みえなか農業協同いいたか支店 農協 松阪市飯高町粟野160番地1 香肌小学校 飯高幹部

143 R3.7.14 みえなか農業協同組合神戸支店 農協 松阪市垣鼻町1573番地5 第五小学校 愛宕町

144 R3.7.14 みえなか農業協同組合阿坂店 農協 松阪市小阿坂町314番地4 阿坂小学校 川井町

145 R3.7.14 みえなか農業協同組合大足店 農協 松阪市大足町335番地1 松尾小学校 松尾

146 R3.7.14 みえなか農業協同組合笹川支店 農協 松阪市笹川町2205番地 大河内小学校 大河内

147 R3.7.14 みえなか農業協同組合くしだ支店 農協 松阪市豊原町1057番地1 揥水小学校 櫛田

148 R3.7.14 みえなか農業協同組合深野店 農協 松阪市飯南町深野585番地4 柿野小学校 柿野

149 R3.8.4 株式会社東横イン伊勢松阪駅前 ホテル 松阪市京町514番1号 第一小学校 松阪駅前

150 R4.3.23 スポーツクラブジョイフィット松阪 スポーツクラブ 松阪市川井町357番地1 松江小学校 川井町

151 R4.7.6 美鈴美容室 美容室 松阪市飯高町宮前1098番地4 宮前小学校 飯高幹部

152 R4.8.24 久保石油店 ガソリンスタンド 松阪市飯高町作滝107番地 宮前小学校 飯高幹部

153 R4.8.31 有限会社　田重 賃貸業 松阪市船江町474番地3 松江小学校 松阪駅前
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154 R5.4.26 嬉野郵便局 郵便局 松阪市嬉野須賀町1336番地1 豊田小学校 嬉野


