
認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

1 H24.10.15 しろごしや 雑貨店 志摩市阿児町鵜方1936 鵜方小学校 阿児町

2 H25.10.16 伊藤石油有限会社 ガソリンスタンド 志摩市志摩町和具838-4 志摩小学校 和具

3 H25.10.16 山京石油店 ガソリンスタンド 志摩市磯部町恵利原1224-1 磯部小学校 磯部町

4 H26.10.14 上村石油 ガソリンスタンド 鳥羽市相差町1127-4 弘道小学校 長岡

5 H26.10.14 有限会社坂口石油 ガソリンスタンド 志摩市阿児町神明1007-26 神明小学校 阿児町

6 H27.10.14 フレッシュフードいやさか 雑貨店 鳥羽市船津町1112-1 加茂小学校 鳥羽駅前

7 H27.10.14 明治牛乳磯部宅配センター 牛乳店 志摩市磯部町迫間1788-1 磯部小学校 磯部町

8 H28.10.18 ヒロ美容室 美容室 鳥羽市堅神町799-1 鳥羽小学校 鳥羽駅前

9 H28.10.18 鳥羽石油株式会社安楽島給油所 ガソリンスタンド 鳥羽市安楽島町1412-1 安楽島小学校 鳥羽駅前

10 H29.10.17 大王郵便局 郵便局 志摩市大王町波切428-2 大王小学校 大王幹部

11 H30.10.16 藤井与兵衛紙店 文具店 鳥羽市鳥羽3-18-3 鳥羽小学校 鳥羽駅前

12 R1.10.18 あずま商店 食品等販売業 志摩市大王町船越1792-5 大王小学校 大王幹部

13 R1.10.18 リカーショップおかよし 酒類販売店 志摩市大王町波切3752-3 大王小学校 大王幹部

14 R2.6.17 日本郵便株式会社長岡郵便局 郵便局 鳥羽市相差町1423番地 弘道小学校 長岡

15 R2.6.17 日本郵便株式会社鳥羽答志郵便局 郵便局 鳥羽市答志町202番地2 答志小学校 答志

16 R2.6.17 日本郵便株式会社桃取郵便局 郵便局 鳥羽市桃取町209番地 鳥羽小学校 答志

17 R2.6.17 日本郵便株式会社加茂郵便局 郵便局 鳥羽市岩倉町351番地 加茂小学校 鳥羽駅前

18 R2.6.17 日本郵便株式会社鳥羽神島郵便局 郵便局 鳥羽市神島町99番地 神島小学校 鳥羽駅前
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19 R2.6.17 日本郵便株式会社鳥羽菅島郵便局 郵便局 鳥羽市菅島町47番地 菅島小学校 鳥羽駅前

20 R2.6.17 日本郵便株式会社磯部郵便局 郵便局 志摩市磯部町迫間1843番地 磯部小学校 磯部町

21 R2.6.17 日本郵便株式会社志摩郵便局 郵便局 志摩市志摩町和具1967番地 志摩小学校 和具

22 R2.6.17 日本郵便株式会社布施田郵便局 郵便局 志摩市志摩町布施田365番地4 志摩小学校 片田

23 R2.6.17 日本郵便株式会社阿児賢島郵便局 郵便局 志摩市阿児町神明752番地10 神明小学校 阿児町

24 R2.6.17 日本郵便株式会社鳥羽郵便局 郵便局 鳥羽市鳥羽四丁目1番8号 鳥羽小学校 鳥羽駅前

25 R2.6.17 有限会社猪島 郵便局 鳥羽市浦村町1482番地 安楽島小学校 鏡浦

26 R2.6.17 有限会社肉の喜多家 郵便局 志摩市浜島町浜島1787番地95 浜島小学校 浜島

27 R2.9.9 株式会社伊藤薬局 薬局 志摩市志摩町片田2983番地 志摩小学校 片田

28 R2.9.9 石村パン店 パン製造販売 志摩市阿児町甲賀4633番地1 東海小学校 甲賀

29 R2.9.9 風味堂 駄菓子店 志摩市志摩町越賀821番地6 志摩小学校 越賀

30 R2.9.30 株式会社ぎゅーとらラブリー志摩店 スーパーマーケット 志摩市志摩町布施田1700番地1 志摩小学校 片田

31 R2.9.30 株式会社ぎゅーとら波切店 スーパーマーケット 志摩市大王町波切3942番地1 大王小学校 大王幹部

32 R2.9.30 株式会社ぎゅーとらラブリー鵜方店 スーパーマーケット
志摩市阿児町鵜方字金谷3016番地
10

鵜方小学校 阿児町

33 R2.10.7 竹内理髪店 理容店 鳥羽市池上町8番11号 鳥羽小学校 鳥羽駅前

34 R2.10.7 清水自動車 自動車販売 志摩市阿児町神明661番地4 神明小学校 阿児町

35 R2.10.7 安楽島フードセンター 小売業 鳥羽市安楽島町641番地 安楽島小学校 鳥羽駅前

36 R2.11.25 林州啓建築設計事務所 設計事務所 志摩市大王町波切3290番地5 大王小学校 大王幹部

37 R2.11.25 北井電器 家電販売業 志摩市志摩町和具905番地 志摩小学校 和具

38 R2.11.25 フラワーショップほりぐち 生花店 志摩市志摩町和具1949番地4 志摩小学校 和具
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39 R2.11.25 有限会社新田屋 小売業 志摩市磯部町迫間625番地 磯部小学校 磯部町

40 R2.11.25 有限会社中原自動車整備工場 自動車修理販売 志摩市磯部町迫間255番地1 磯部小学校 磯部町

41 R3.2.3 岡﨑商店 酒類販売業 志摩市阿児町立神1915番地 東海小学校 阿児町

42 R3.3.17 一般社団法人三重県住生活子育て支援機構思いやりステーション 社会福祉業 志摩市阿児町国府3677番地3 東海小学校 鵜方小学校 国府

43 R3.7.21 アメリカ屋 手芸店 志摩市志摩町和具1962番地2 志摩小学校 和具

44 R3.10.27 伊勢農業協同組合鳥羽支店 農協 鳥羽市岩倉町315番地の1 加茂小学校 鳥羽駅前

45 R3.10.27 伊勢農業協同組合鳥羽支店中之郷 農協 鳥羽市鳥羽三丁目32番21号 鳥羽小学校 鳥羽駅前

46 R3.10.27 伊勢農業協同組合磯部支店 農協 志摩市磯部町迫間32番地の3 磯部小学校 磯部町

47 R3.10.27 伊勢農業協同組合浜島支店 農協 志摩市浜島町浜島1787番地の85 浜島小学校 浜島

48 R3.10.27 伊勢農業協同組合阿児支店 農協 志摩市阿児町鵜方2402番地の5 鵜方小学校 阿児町

49 R3.10.27 伊勢農業協同組合阿児東支店 農協 志摩市阿児町甲賀1482番地1 東海小学校 甲賀

50 R3.10.27 伊勢農業協同組合大王支店 農協 志摩市大王町波切3928番地2 大王小学校 大王幹部

51 R3.10.27 伊勢農業協同組合志摩支店 農協 志摩市志摩町和具88番地1 志摩小学校 和具

52 R3.10.27 伊勢農業協同組合あぐり加茂店 農業用品店 鳥羽市岩倉町315番地の1 鳥羽小学校 鳥羽駅前

53 R3.10.27 伊勢農業協同組合あぐり川辺店 農業用品店 志摩市磯部町恵利原1037番地 磯部小学校 磯部町

54 R3.10.27 伊勢農業協同組合あぐり小坂店 農業用品店 志摩市大王町波切1200番地1 大王小学校 大王幹部

55 R3.10.27 伊勢農業協同組合あぐり志摩店 農業用品店 志摩市志摩町和具1896番地50 志摩小学校 和具

56 R4.2.22 B7　EASTSHOP スケートボードショップ 志摩市阿児町鵜方1020番地11 鵜方小学校 阿児町

57 R4.3.2 Barber　House　やました 理容店 志摩市磯部町迫間1861番地の1 磯部小学校 磯部町

58 R4.7.27 ハヤシ美容室 美容室 志摩市磯部町恵利原1223番地 磯部小学校 磯部町


