
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 株式会社岡本組 建設事務所 北牟婁郡紀北町上里45-2 上里小学校 船津

2 H24.10.15 クロ洋服店 洋服店 尾鷲市古戸町8-32 尾鷲小学校 尾鷲駅前

3 H25.10.16 堀内デンキ 家電販売店 尾鷲市上野町3-18 尾鷲小学校 尾鷲駅前

4 H28.10.18 有限会社髙村石油 ガソリンスタンド 尾鷲市中川17-1 矢浜小学校 尾鷲駅前

5 H29.10.17 クリーン有限会社 清掃業 尾鷲市宮ノ上町9-3 宮之上小学校 尾鷲駅前

6 H30.10.16 伊藤石油株式会社 ガソリンスタンド 尾鷲市港町1-9 尾鷲小学校 尾鷲駅前

7 R1.10.18 らーめんいろは 飲食店 北牟婁郡紀北町東長島3515 東小学校 紀伊長島

8 R2.7.1 日本郵便株式会社三野瀬郵便局 郵便局 北牟婁郡紀北町三浦224番地3 三浦小学校 三野瀬

9 R2.7.1 日本郵便株式会社紀伊東長島郵便局 郵便局 北牟婁郡紀北町東長島209番地6-1 東小学校 紀伊長島

10 R2.7.1 日本郵便株式会社海山相賀郵便局 郵便局 北牟婁郡紀北町相賀312番地6 相賀小学校 相賀

11 R2.7.1 山下薬局 薬局 尾鷲市栄町5番6号 尾鷲小学校 尾鷲駅前

12 R3.1.13 日本郵便株式会社賀田郵便局 郵便局 尾鷲市賀田町360番地2 賀田小学校 賀田

13 R3.1.13 日本郵便株式会社紀伊長島郵便局 郵便局 北牟婁郡紀北町長島899番地1 西小学校 紀伊長島

14 R3.1.13 日本郵便株式会社紀伊島原郵便局 郵便局 北牟婁郡紀北町島原3559番地1 赤羽小学校 紀伊長島

15 R3.1.13 明治牛乳宅配センター池田 乳類販売 尾鷲市小川東町4番12号 尾鷲小学校 尾鷲駅前

16 R3.2.3 ヤマショー 小売業 北牟婁郡紀北町船津1079番地 船津小学校 船津

17 R3.2.3 シーサイド中井 喫茶店 北牟婁郡紀北町矢口浦377-1 矢口小学校 引本

18 R3.2.3 山正ストアー スーパーマーケット 尾鷲市大字向井391-11 向井小学校 尾鷲駅前

19 R3.6.2 有限会社尾鷲環境開発 産業廃棄物収集運搬処理業北牟婁郡紀北町船津2576番地 船津小学校 船津
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20 R3.6.2 日本郵便株式会社志子奥簡易郵便局 郵便局 北牟婁郡紀北町島原661番地1 赤羽小学校 紀伊長島

21 R3.10.13 伊勢農業協同組合　紀北支店 農協 北牟婁郡紀北町東長島926番地7 東小学校 紀伊長島

22 R3.12.1 伊勢農業協同組合紀北支店海山 農協 北牟婁郡紀北町相賀827番地1 相賀小学校 相賀

23 R3.12.8 伊勢農業協同組合尾鷲支店 農協 尾鷲市野地町12番7号 尾鷲小学校 尾鷲駅前

24 R3.12.8 伊勢農業協同組合尾鷲支店輪内 農協 尾鷲市賀田町542番4号 賀田小学校 賀田

25 R3.12.8 伊勢農業協同組合紀北グリーンコープ 農業用品店 北牟婁郡紀北町東長島926番地7 東小学校 紀伊長島

26 R4.3.9 三重交通商事株式会社尾鷲営業所 ガソリンスタンド 尾鷲市小川西町743番地の5 尾鷲小学校 尾鷲駅前

27 R4.6.1 サキ理容店 理容店 北牟婁郡紀北町島原2805番地3 赤羽小学校 紀伊長島

28 R4.6.1 タマキ菓子店 小売業 北牟婁郡紀北町相賀381番地1 相賀小学校 相賀

29 R4.6.1 メンズハマダ 衣料品店 北牟婁郡紀北町東長島126番地4 東小学校 紀伊長島

30 R4.6.15 エムサロン 美容室 北牟婁郡紀北町東長島130番地2 東小学校 紀伊長島

31 R4.6.15 中野章吾商店 小売業 北牟婁郡紀北町三浦334番地1 三浦小学校 三野瀬

32 R4.6.15 新甘堂製菓舗 和菓子製造販売 北牟婁郡紀北町船津1640番地4 船津小学校 船津

33 R4.7.27 榎本酒店 酒店 尾鷲市賀田町1597番地 賀田小学校 三木里

34 R4.7.27 森岡商店 食品販売業 尾鷲市賀田町1596番地 賀田小学校 三木里

35 R4.7.27 みのや製菓舗 和菓子製造販売 尾鷲市賀田町1550番地 賀田小学校 三木里

36 R4.8.10 株式会社オワセカラー現像所 写真館 尾鷲市南陽町10番43号 尾鷲小学校 尾鷲駅前

37 R4.8.24 シック美容室 美容室 尾鷲市末広町2番8号 尾鷲小学校 尾鷲駅前

38 R4.8.24 美容室アリュール 美容室 尾鷲市野地町10番6号 尾鷲小学校 尾鷲駅前

39 R4.10.5 橋本屋 菓子店 北牟婁郡紀北町長島1526番地 西小学校 紀伊長島

40 R4.10.5 ハルヤ 衣料品店 北牟婁郡紀北町長島970番地 西小学校 紀伊長島
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41 R4.10.5 太田屋製菓舗 製菓業 北牟婁郡紀北町長島1231番地 西小学校 紀伊長島

42 R4.10.5 割烹の宿　美鈴 宿泊施設 北牟婁郡紀北町三浦297番地4 三浦小学校 三野瀬

43 R4.10.5 駄菓子屋すまいる 駄菓子店 北牟婁郡紀北町上里377番地2 上里小学校 船津

44 R4.10.5 紀北信用金庫本店営業部 信用金庫 尾鷲市野地町1番3号 尾鷲小学校 尾鷲駅前

45 R4.10.5 紀北信用金庫古戸支店 信用金庫 尾鷲市古戸町12番4号 尾鷲小学校 尾鷲駅前

46 R4.10.5 紀北信用金庫海山支店 信用金庫 北牟婁郡紀北町相賀252番地1 相賀小学校 相賀

47 R4.10.5 紀北信用金庫長島支店 信用金庫 北牟婁郡紀北町東長島209番地8 東小学校 紀伊長島

48 R4.10.19 伊藤理容店 理容店 北牟婁郡紀北町上里120番地4 上里小学校 船津

49 R4.11.2 株式会社幸起石油尾鷲ＳＳ ガソリンスタンド 尾鷲市桂ヶ丘1333番地1 矢浜小学校 尾鷲駅前

50 R4.11.2 ヘアーサロンみき 理容店 尾鷲市矢浜一丁目22番22号 矢浜小学校 尾鷲駅前

51 R4.11.2 紀北信用金庫輪内出張所 信用金庫 尾鷲市三木里町298番地8 賀田小学校 三木里


