
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 ラーメン亭さつま 食堂 度会郡玉城町佐田415-3 田丸小学校 有田

2 H23.3.2 有限会社笠井電気店 家電販売店 伊勢市吹上2-1-4 明倫小学校 曽禰町

3 H23.3.2 有限会社笠井水道ポンプ店 水道工事業 伊勢市吹上2-1-7 明倫小学校 曽禰町

4 H23.3.2 三井呉服店 呉服店 伊勢市吹上1-7-2 明倫小学校 曽禰町

5 H23.3.2 日本郵便株式会社南海郵便局 郵便局 度会郡南伊勢町相賀浦193-2 南勢小学校 南海

6 H23.3.2 日本郵便株式会社玉城郵便局 郵便局 度会郡玉城町佐田1002-45 田丸小学校 有田

7 H23.3.2 日本郵便株式会社度会中川郵便局 郵便局 度会郡度会町麻加江621-2 度会小学校 麻加江

8 H23.10.11 株式会社ぎゅーとら二俣店 スーパーマーケット 伊勢市二俣2-5-38 早修小学校 曽禰町

9 H23.10.11 株式会社ぎゅーとら小俣店 スーパーマーケット 伊勢市小俣町元町509 小俣小学校 小俣町

10 H24.10.15 有限会社森井電機 家電販売店 伊勢市岡本1-14-11 明倫小学校 曽禰町

11 H24.10.15 山崎印刷所 印刷工場 伊勢市岩渕1-8-7 明倫小学校 曽禰町

12 H24.10.15 岡理容 理容店 伊勢市尾上町2-2 明倫小学校 曽禰町

13 H25.10.16 日本郵便株式会社伊勢古市郵便局 郵便局 伊勢市古市町130-2 修道小学校 宇治

14 H25.10.16 日本郵便株式会社伊勢浜郷郵便局 郵便局 伊勢市黒瀬町488-4 浜郷小学校 署所在地

15 H25.10.16 栗原新聞店 新聞販売店 度会郡度会町棚橋1437-3 度会小学校 棚橋

16 H26.10.14 喫茶やすら木 喫茶店 伊勢市旭町354-2 宮山小学校 宇治

17 H27.10.14 日本郵便株式会社伊勢御薗長屋郵便局 郵便局 伊勢市御薗町長屋2173-2 御薗小学校 神社

18 H28.10.18 有限会社ニシオ 雑貨店 伊勢市小俣町本町1365 小俣小学校 小俣町

19 H28.10.18 パンデス コンビニエンスストア 伊勢市旭町200-3 宮山小学校 宇治

20 H29.10.17 三重県農業共済組合伊勢地域支所 農業保険 伊勢市御薗町長屋1221 御薗小学校 神社

伊勢警察署管内



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

21 H29.10.17 伊勢農業協同組合伊勢中央支店神社 農協 伊勢市神社港359 みなと小学校 神社

22 H29.10.17 五ケ所郵便局 郵便局 南伊勢町五ケ所浦3916 南勢小学校 五ヶ所

23 H30.10.16 医療法人社団藤田歯科 歯科医院 伊勢市常磐2-13-7 早修小学校 曽禰町

24 H30.10.16 豊浜郵便局 郵便局 伊勢市東豊浜町255-1 豊浜東小学校 豊浜

25 H30.10.16 伊勢北浜郵便局 郵便局 伊勢市村松町3879-4 北浜小学校 村松

26 R1.10.18 株式会社油米スマイルランド神久店 ガソリンスタンド 伊勢市神久4-1-3 有緝小学校 署所在地

27 R1.10.18 丸山石油店 ガソリンスタンド 伊勢市宮後2-10-12 厚生小学校 曽禰町

28 R2.7.1 日本郵便株式会社南島郵便局 郵便局 度会郡南伊勢町神前浦15番地21 南島西小学校 南島

29 R2.7.1 日本郵便株式会社中島郵便局 郵便局 度会郡南伊勢町阿曽浦66番地1 南島東小学校 南島

30 R2.7.1 日本郵便株式会社穂原郵便局 郵便局 度会郡南伊勢町伊勢路317番地11 南勢小学校 五ヶ所

31 R2.7.1 日本郵便株式会社迫間郵便局 郵便局 度会郡南伊勢町迫間浦1392番地 南勢小学校 南海

32 R2.7.1 日本郵便株式会社内城田郵便局 郵便局 度会郡度会町棚橋541番地1 度会小学校 棚橋

33 R2.7.1 日本郵便株式会社東外城田郵便局 郵便局 度会郡玉城町原877番地 外城田小学校 蚊野

34 R2.7.1 日本郵便株式会社度会小川郷郵便局 郵便局 度会郡度会町中之郷1177番地5 度会小学校 脇出

35 R2.7.1 日本郵便株式会社宮本郵便局 郵便局 伊勢市佐八町2166番地3 佐八小学校 宮本

36 R2.7.1 日本郵便株式会社伊勢筋向橋郵便局 郵便局 伊勢市常磐2丁目12番24号 早修小学校 曽禰町

37 R2.7.1 郵便局 中島小学校 曽禰町

38 R2.7.1 日本郵便株式会社小俣郵便局 郵便局 伊勢市小俣町元町715番地 小俣小学校 小俣町

39 R2.7.1 日本郵便株式会社沼木郵便局 郵便局 伊勢市上野町1356番地 上野小学校 宮本

40 R2.7.1 日本郵便株式会社伊勢一之木郵便局 郵便局 伊勢市一之木3丁目10番13号 厚生小学校 曽禰町

41 R2.7.1 日本郵便株式会社伊勢城田郵便局 郵便局 伊勢市上地町1757番地5 城田小学校 小俣町



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

42 R2.7.1 日本郵便株式会社御薗郵便局 郵便局 伊勢市御薗町高向960番地6 御薗小学校 曽禰町

43 R2.7.1 日本郵便株式会社伊勢神社郵便局 郵便局 伊勢市神社港20番地26 みなと小学校 神社

44 R2.7.1 日本郵便株式会社五十鈴川郵便局 郵便局 伊勢市宇治中之切町37番地1 進修小学校 宇治

45 R2.7.1 日本郵便株式会社伊勢河崎郵便局 郵便局 伊勢市河崎2丁目17番19号 有緝小学校 曽禰町

46 R2.7.1 日本郵便株式会社伊勢大湊郵便局 郵便局 伊勢市大湊町812番地1 みなと小学校 大湊

47 R2.7.1 日本郵便株式会社二見郵便局 郵便局 伊勢市二見町荘39番地1 二見浦小学校 二見

48 R2.7.1 日本郵便株式会社伊勢朝熊郵便局 郵便局 伊勢市朝熊町1504番地 四郷小学校 宇治

49 R2.7.1 日本郵便株式会社伊勢御木本通郵便局 郵便局 伊勢市勢田町461番地7 明倫小学校 宇治

50 R2.7.1 日本郵便株式会社伊勢船江郵便局 郵便局 伊勢市船江4丁目3番17号 有緝小学校 曽禰町

51 R2.7.1 日本郵便株式会社伊勢外宮前郵便局 郵便局 伊勢市本町20番18号 厚生小学校 曽禰町

52 R2.7.1 日本郵便株式会社伊勢郵便局 郵便局 伊勢市岩渕3丁目6番10号 明倫小学校 曽禰町

53 R2.7.1 有限会社誠実屋 総合ギフト販売 伊勢市馬瀬町737番地1 みなと小学校 神社

54 R2.7.1 株式会社桜井組 建設業 度会郡玉城町佐田241番地2 田丸小学校 有田

55 R2.7.1 風口建設有限会社 建設業 度会郡玉城町長更423番地 有田小学校 有田

56 R2.7.1 たまき社労保険労務士事務所 社会保険労務士 度会郡玉城町佐田688番地1 田丸小学校 有田

57 R2.7.1 サロンドチカ 美容室 度会郡玉城町佐田1830番地 田丸小学校 有田

58 R2.7.1 有限会社永井電気工事 電気工事業 度会郡玉城町勝田1616番地 田丸小学校 蚊野

59 R2.7.8 デイサービス桜の里 介護施設 度会郡玉城町矢野139番地3 外城田小学校 蚊野

60 R2.11.18 中村屋商店 食料品店 度会郡南伊勢町田曽浦3978番地1 南勢小学校 宿田曽

61 R2.11.18 北村電気商会 家電小売業 度会郡南伊勢町田曽浦3982番地1 南勢小学校 宿田曽

62 R2.11.18 川善商店 酒類販売 度会郡南伊勢町田曽浦4025番地 南勢小学校 宿田曽



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

63 R2.11.18 溝口石油 ガソリンスタンド 度会郡南伊勢町船越2816番地1 南勢小学校 五ヶ所

64 R2.11.18 有限会社ヒロ石油 ガソリンスタンド 度会郡南勢町五ヶ所浦3920番地 南勢小学校 五ヶ所

65 R2.11.18 合同会社西武 卸小売業 度会郡南伊勢町五ヶ所浦1024番地 南勢小学校 五ヶ所

66 R2.11.18 かんひちや薬局病院前店 薬局 度会郡南伊勢町五ヶ所浦3977番地 南勢小学校 五ヶ所

67 R2.11.18 三吉丸 遊漁業 度会郡南伊勢町礫浦16番地 南勢小学校 南海

68 R2.11.18 つり堀和光 つり堀 度会郡南伊勢町迫間浦795番地24 南勢小学校 南海

69 R2.11.18 おもちゃのダイコクヤ高柳本店 玩具小売業 伊勢市曽祢一丁目12番19号 厚生小学校 曽禰町

70 R2.11.18 株式会社ぎゅーとらエディース八間通店 スーパーマーケット 伊勢市吹上二丁目5番3号 明倫小学校 曽禰町

71 R2.11.18 株式会社ぎゅーとらラブリー神田久志本店 スーパーマーケット 伊勢市神田久志本町1636番地2 修道小学校　有緝小学
校　浜郷小学校 署所在地

72 R2.11.18 株式会社ぎゅーとらラブリー藤里店 スーパーマーケット 伊勢市藤里町字壱町ノ坪628番地1 宮山小学校 宇治

73 R2.11.18 株式会社ぎゅーとら五ヶ所店 スーパーマーケット 度会郡南伊勢町船越字形黒2839番地1 南勢小学校 五ヶ所

74 R2.11.18 株式会社ぎゅーとらコア店 スーパーマーケット 伊勢市常磐二丁目1番11号 早修小学校 曽禰町

75 R2.11.18 株式会社ぎゅーとらハイジー店 スーパーマーケット 伊勢市船江三丁目16番51号 有緝小学校 曽禰町

76 R2.11.18 株式会社ぎゅーとらグラムマート宮町店 スーパーマーケット 伊勢市御薗町高向686番地10 御薗小学校 曽禰町

77 R2.11.18 福寿株式会社 介護事務所 度会郡南伊勢町斎田316番地84 南勢小学校 五ヶ所

78 R2.11.18 株式会社四方谷土木 土木業 度会郡南伊勢町切原475番地 南勢小学校 神原

79 R2.11.18 天下堂 宅配業 度会郡南伊勢町田曽浦3177番地 南勢小学校 宿田曽

80 R2.11.18 Ｙショップ マサヤ 食品小売業 度会郡南伊勢町宿浦1114番地10 南勢小学校 宿田曽

81 R3.1.20 有限会社イスズライフケア 介護用品レンタル販売 伊勢市小俣町湯田1490番地
小俣小学校
明野小学校 小俣町

82 R3.1.20 家電屋エース 小売業 伊勢市小俣町元町404番地 小俣小学校 小俣町

83 R3.1.20 有限会社みよしや 酒類ギフト販売 伊勢市小俣町本町164番地 小俣小学校 小俣町



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

84 R3.1.20 有限会社オールスマイル・ライクあじへい明野店 飲食業 伊勢市小俣町明野325番地6 明野小学校 小俣町

85 R3.1.20 株式会社橋本自動車工場 自動車修理 伊勢市小俣町湯田976番地4 明野小学校 小俣町

86 R3.1.20 川友商店 鮮魚店 度会郡南伊勢町宿浦1108番地 南勢小学校 宿田曽

87 R3.1.20 ガソリンスタンド 伊勢市東豊浜町3490番地 豊浜東小学校 豊浜

88 R3.1.20 伊勢農業協同組合玉城支店下外城田 農協 度会郡玉城町小社曽根776番地16 下外城田小学校 蚊野

89 R3.1.20 伊勢農業協同組合伊勢北部支店東大淀 農協 伊勢市東大淀町485番地 東大淀小学校 村松

90 R3.1.20 有限会社林商店 製造業 伊勢市小俣町相合624番地1 小俣小学校 小俣町

91 R3.1.20 株式会社ナミ不動産 不動産業 伊勢市小俣町本町212番地 小俣小学校 小俣町

92 R3.1.20 株式会社ジェイエイサービス伊勢伊勢北部給油所 ガソリンスタンド（農協） 伊勢市西豊浜町5339番地 豊浜西小学校 豊浜

93 R2.2.17 ステップ21こやま有限会社 家庭用電気器具小売業 度会郡南伊勢町村山1124番地4 南島西小学校 南島

94 R2.2.17 南勢ミート 食肉卸売業 度会郡南伊勢町伊勢路274番地 南勢小学校 五ヶ所

95 R2.2.17 喫茶グリーン＆グリーン 喫茶店 度会郡南伊勢町五ヶ所浦3941番地1 南勢小学校 五ヶ所

96 R2.2.17 有限会社中西電機商会 家庭用電気器具小売業 度会郡南伊勢町五ヶ所浦3831番地 南勢小学校 五ヶ所

97 R2.2.17 農業組合法人土実樹 果実小売業 度会郡南伊勢町五ヶ所浦3958番地 南勢小学校 五ヶ所

98 R2.2.17 有限会社白髭商店 燃料小売業 度会郡南伊勢町五ヶ所浦3914番地 南勢小学校 五ヶ所

99 R2.2.17 理容澤村 理容店 度会郡南伊勢町迫間浦537番地9 南勢小学校 南海

100 R2.2.17 喫茶　波麗路 喫茶店 度会郡南伊勢町古和浦93番地2 南島西小学校 南島

101 R2.2.17 ありすえ 飲食店 度会郡南伊勢町村山973番地 南島西小学校 南島

102 R2.2.17 竹内時計店 時計眼鏡光学器械小売業 度会郡南伊勢町東宮480番地2 南島東小学校 南島

103 R2.2.17 カトウボデー 自動車整備業 度会郡南伊勢町村山969番地 南島西小学校 南島

104 R2.2.17 有限会社カツマタ 建設業 伊勢市小俣町明野1636番地 明野小学校 小俣町



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

105 R2.2.17 磯部工業株式会社 建設業　水道業 伊勢市小俣町新村331番地 明野小学校 小俣町

106 R2.2.17 オクノ電器 電気工事　家電販売 伊勢市小俣町元町412番地3 小俣小学校 小俣町

107 R2.2.17 合同会社たまきあい 福祉介護 度会郡玉城町田丸1番地 田丸小学校 田丸

108 R2.2.17 岡村商店 ガソリンスタンド 度会郡度会町棚橋571番地1 度会小学校 棚橋

109 R2.2.17 株式会社東出林業 建設業 度会郡度会町葛原663番地の1 度会小学校 棚橋

110 R2.2.17 松本寝具店 小売業 度会郡度会町棚橋439番地の3 度会小学校 棚橋

111 R3.6.30 有限会社とよや勘兵衛 旅館 度会郡南伊勢町相賀浦1059番地7 南勢小学校 南海

112 R3.7.7 料亭旅館　大來 旅館 度会郡南伊勢町迫間浦804番地1 南勢小学校 南海

113 R3.10.27 かねも商店 食品小売業 度会郡南伊勢町相賀浦193番地8 南勢小学校 南海

114 R3.11.24 伊勢農業協同組合本店 農協 度会郡度会町大野木1858番地 度会小学校 棚橋

115 R3.11.24 伊勢農業協同組合伊勢北部支店 農協 伊勢市西豊浜町2011番地 豊浜西小学校 豊浜

116 R3.11.24 伊勢農業協同組合伊勢北部支店豊浜東 農協 伊勢市東豊浜町330番地 豊浜東小学校 豊浜

117 R3.11.24 伊勢農業協同組合伊勢北部支店村松 農協 伊勢市村松町4009番地 北浜小学校 村松

118 R3.11.24 伊勢農業協同組合小俣支店 農協 伊勢市小俣町相合634番地 小俣小学校 小俣町

119 R3.11.24 伊勢農業協同組合伊勢中央支店 農協 伊勢市御薗町長屋462番地 御薗小学校 神社

120 R3.11.24 伊勢農業協同組合伊勢中央支店浜郷 農協 伊勢市黒瀬町49番地の3 浜郷小学校 署所在地

121 R3.11.24 伊勢農業協同組合伊勢中央支店二見浦 農協 伊勢市二見町茶屋302番地2 二見浦小学校 二見

122 R3.11.24 伊勢農業協同組合伊勢支店 農協 伊勢市河崎一丁目4番35号 有緝小学校 曽禰町

123 R3.11.24 伊勢農業協同組合伊勢支店四郷 農協 伊勢市楠部町乙581番地の1 四郷小学校 宇治

124 R3.11.24 伊勢農業協同組合伊勢支店伊勢南部 農協 伊勢市上野町1215番地1 上野小学校 宮本

125 R3.11.24 伊勢農業協同組合玉城支店 農協 度会郡玉城町佐田130番地 田丸小学校 有田



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

126 R3.11.24 伊勢農業協同組合玉城支店有田 農協 度会郡玉城町長更141番地 有田小学校 有田

127 R3.11.24 伊勢農業協同組合玉城支店外城田 農協 度会郡玉城町蚊野2023番地 外城田小学校 蚊野

128 R3.11.24 伊勢農業協同組合城田支店 農協 伊勢市上地町1810番地 城田小学校 小俣町

129 R3.11.24 伊勢農業協同組合度会支店 農協 度会郡度会町大野木1783番地2 度会小学校 棚橋

130 R3.11.24 伊勢農業協同組合南勢支店 農協 度会郡南伊勢町五ヶ所浦960番地 南勢小学校 五ヶ所

131 R3.11.24 伊勢農業協同組合南勢支店穂原 農協 度会郡南伊勢町伊勢路1107番地の3 南勢小学校 五ヶ所

132 R3.11.24 伊勢農業協同組合南島支店 農協 度会郡南伊勢町贄浦59番地の1 南島東小学校 南島

133 R3.11.24 伊勢農業協同組合南島支店南島西 農協 度会郡南伊勢町村山981番地 南島西小学校 南島

134 R3.11.24 伊勢農業協同組合伊勢北部グリーンコープ 農業用品店 伊勢市植山町北の沢194番地53 豊浜西小学校 豊浜

135 R3.11.24 伊勢農業協同組合伊勢グリーンコープ 農業用品店 伊勢市御薗町長屋462番地 御薗小学校 神社

136 R3.11.24 伊勢農業協同組合玉城グリーンコープ 農業用品店 度会郡玉城町佐田130番地 田丸小学校 有田

137 R3.11.24 伊勢農業協同組合度会グリーンコープ 農業用品店 度会郡度会町大野木1858番地 度会小学校 棚橋

138 R3.11.24 伊勢農業協同組合南勢グリーンコープ 農業用品店 度会郡南伊勢町五ヶ所浦652番地9 南勢小学校 五ヶ所

139 R4.3.9 三重交通商事株式会社伊勢御薗営業所 ガソリンスタンド 伊勢市御薗町新開73番地の1 御薗小学校 神社

140 R4.7.27 山五商事株式会社藤里SS ガソリンスタンド 伊勢市藤里町712番地1 明倫小学校 宇治

141 R4.12.7 中川石油株式会社 ガソリンスタンド 伊勢市上地町4193番地1 城田小学校 小俣町


