
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 日本郵便株式会社上野岩倉郵便局 郵便局 伊賀市岩倉522 上野北小学校 丸の内

2 H23.10.11 小川整備株式会社 自動車修理業 伊賀市小田町743-2 上野西小学校 丸の内

3 H25.10.16 中林商会 ガソリンスタンド 伊賀市川東153 壬生野小学校 壬生野

4 H25.10.16 さんかく屋 菓子店 伊賀市緑ヶ丘西町2564-1 上野東小学校 ゆめが丘

5 H26.10.14 トヨオスポーツ スポーツ用品店 伊賀市上野田端町939-9 上野東小学校 丸の内

6 H26.10.14 電化の奥出 家電製品小売販売店 伊賀市長田2642-1 上野北小学校 丸の内

7 H27.10.14 町野畳店 畳店 伊賀市西明寺180 中瀬小学校 ゆめが丘

8 H28.10.18 スーパードーム上野 ぱちんこ店 伊賀市四十九町1124-4 久米小学校 丸の内

9 H29.10.17 三重県農業共済組合伊賀名張支所 農業保険 伊賀市小田町1380-1 上野西小学校 丸の内

10 H29.10.17 株式会社箱林 ガソリンスタンド 伊賀市千歳293 府中小学校 丸の内

11 H30.10.16 東海労働金庫上野支店 労働金庫 伊賀市上野丸之内74-21 上野西小学校 丸の内

12 R1.10.18 日本郵便株式会社上野郵便局 郵便局 伊賀市上野丸之内151-3 上野西小学校 丸の内

13 R1.10.18 株式会社滋賀銀行上野支店 銀行 伊賀市上野丸之内51-1 上野西小学校 丸の内

14 R2.6.17 日本郵便株式会社柘植郵便局 郵便局 伊賀市柘植町2034番地1 柘植小学校 柘植

15 R2.6.17 日本郵便株式会社玉滝郵便局 郵便局 伊賀市玉瀧3506番地7 玉滝小学校 玉滝

16 R2.6.17 日本郵便株式会社島ヶ原郵便局 郵便局 伊賀市島ヶ原6039番地1 島ヶ原小学校 島ヶ原

17 R2.6.17 日本郵便株式会社丸柱郵便局 郵便局 伊賀市丸柱1369番地 阿山小学校 河合

18 R2.6.17 日本郵便株式会社壬生野郵便局 郵便局 伊賀市川東1575番地3 壬生野小学校 壬生野

19 R2.6.17 日本郵便株式会社依那古郵便局 郵便局 伊賀市沖18番地の6 上野南小学校 ゆめが丘
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20 R2.8.12 はなや 小売業 伊賀市玉瀧3489番地 玉滝小学校 玉滝

21 R2.8.12 フジサワ電化 家電小売業 伊賀市新堂71番地の5 西柘植小学校 西柘植

22 R2.8.12 稲増商店 小売業 伊賀市島ヶ原4887番地 島ヶ原小学校 島ヶ原

23 R2.8.12 つばや菓子舗 小売業 伊賀市平田383番地 大山田小学校 平田

24 R2.8.12 有限会社川口石油店 ガソリンスタンド 伊賀市平田920番地の1 大山田小学校 平田

25 R2.8.12 松岡ふとん店 寝具販売 伊賀市島ヶ原4884番地の3 島ヶ原小学校 島ヶ原

26 R2.11.18 若菜 食堂 伊賀市四十九町2300番地の1 久米小学校 丸之内

27 R2.11.18 SportsCafe HALF TIME 飲食業 伊賀市四十九町2075番地 久米小学校 丸之内

28 R2.11.18 株式会社ぎゅーとらラブリー伊賀小田店 スーパーマーケット 伊賀市小田町262番地 上野西小学校 丸之内

29 R2.11.18 ゆめ鳥 飲食店 伊賀市ゆめが丘四丁目20番地の5 友生小学校 ゆめが丘

30 R2.11.18 有限会社トータルカーセンターキムラ 自動車販売修理 伊賀市四十九町1186番地 久米小学校 丸の内

31 R2.11.18 米穀店 伊賀市大内720番地の1 成和西小学校 丸の内

32 R2.11.18 ハンディーはなもと 飲食店 伊賀市大内792番地の2 成和西小学校 丸の内

33 R3.1.13 株式会社西田教文社 教材販売業 伊賀市三田950番地の11 三訪小学校 丸の内

34 R3.1.13 美容室エルム 美容室 伊賀市上神戸1179番地 上野南小学校 神戸

35 R3.1.13 株式会社福増仏壇 仏壇仏具製造販売 伊賀市上神戸3270番地の5 上野南小学校 神戸

36 R3.1.13 Tomi Berry いちご農園 いちご農園 伊賀市猪田1367番地1 成和東小学校 ゆめが丘

37 R3.1.20 CYCLE　SHOP　おかやま 自転車修理販売 伊賀市柘植町2285番地の6 柘植小学校 柘植

38 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合上野北支店 農協 伊賀市西高倉4597番地の2 上野北小学校 丸の内

39 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合上野東支店 農協 伊賀市西条112番地 府中小学校 丸の内

40 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合上野西支店 農協 伊賀市木興町494番地の1 上野西小学校
久米小学校 丸の内
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41 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合上野南支店 農協 伊賀市沖3389番地 上野南小学校 ゆめが丘

42 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合伊賀支店 農協 伊賀市新堂50番地 西柘植小学校
壬生野小学校 西柘植

43 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合阿山支店 農協 伊賀市川合3455番地 阿山小学校 河合

44 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合大山田支店 農協 伊賀市平田921番地の1 大山田小学校 平田

45 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合上野北支店　島ヶ原 農協 伊賀市島ヶ原5826番地の1 島ヶ原小学校 島ヶ原

46 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合上野東支店上野 農協 伊賀市緑ヶ丘本町4166番地 上野東小学校 ゆめが丘

47 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合上野西支店　花垣 農協 伊賀市予野9180番地 成和西小学校 花垣

48 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合上野南支店友生 農協 伊賀市上友生763番地 友生小学校 ゆめが丘

49 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合伊賀支店　柘植 農協 伊賀市柘植町2205番地 柘植小学校 柘植

50 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合阿山支店　玉滝 農協 伊賀市玉滝3506番地の2 阿山小学校 玉滝

51 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合大山田支店　阿波 農協 伊賀市猿野845番地の1 大山田小学校 猿野

52 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合上野給油所 ガソリンスタンド 伊賀市小田町2015番地の1 上野西小学校 丸の内

53 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合伊賀給油所 ガソリンスタンド 伊賀市新堂50番地 西柘植小学校 西柘植

54 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合阿山中央給油所 ガソリンスタンド 伊賀市河合3455番地 阿山小学校 河合

55 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合大山田給油所 ガソリンスタンド 伊賀市平田687番地の3 大山田小学校 平田

56 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合とれたて市ひぞっこ 農産物直売所 伊賀市平野西町1番1 上野西小学校 丸の内

57 R3.5.26 伊賀ふるさと農業協同組合Ａコープ統括店 スーパーマーケット 伊賀市三田933番地の4 三訪小学校 丸の内

58 R4.1.12 和風の店　たちばな 飲食店 伊賀市ゆめが丘二丁目3番地4 友生小学校 ゆめが丘

59 R4.1.12 有限会社一宮フードセンター 飲食店 伊賀市荒木1015番地の1 中瀬小学校 ゆめが丘

60 R4.1.12 BAMBOO　Bouldering クライミングジム 伊賀市比土山下525番地の12 上野南小学校 神戸

61 R4.1.12 株式会社高山化成 製造業 伊賀市山出100番地の1 成和東小学校 ゆめが丘
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62 R4.1.26 ファミリーマートＦＣ伊賀予野中央店 コンビニエンスストア 伊賀市予野字森田前9672番地 成和西小学校 花垣

63 R4.1.26 寄り道の駅　マルソウ スーパーマーケット 伊賀市治田5200番地の3 成和西小学校 花垣

64 R4.3.2 有限会社岡崎石油 ガソリンスタンド 伊賀市三田903番地の7 三訪小学校 丸の内

65 R4.3.2 福井商店 小売業 伊賀市依那具1023番地の1 上野南小学校 ゆめが丘

66 R4.6.8 アポロ興産株式会社 ガソリンスタンド 伊賀市四十九町1140番地 久米小学校 丸の内

67 R4.10.19 うおまつ 食品小売業 伊賀市上之庄1317番地 成和東小学校 ゆめが丘

68 R4.10.19 ＳＫバーガー 飲食店 伊賀市荒木327番地 中瀬小学校 ゆめが丘

69 R5.1.18 合資会社恒岡食品 食品製造業 伊賀市佐那具町718番地の2 府中小学校 丸の内

70 R5.1.18 山本登記事務所 土地登記、測量事務所伊賀市佐那具町652番地 府中小学校 丸の内

71 R5.2.15 伊賀上野はっとり歯科医院 歯科医院 伊賀市小田町219番地 上野西小学校 丸の内


