
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 日本郵便株式会社桜郵便局 郵便局 四日市市桜町1411-3 桜小学校 桜

2 H23.3.2 日本郵便株式会社朝明郵便局 郵便局 三重郡菰野町大字田光384-6 朝上小学校 朝上

3 H23.3.2 日本郵便株式会社鵜川原郵便局 郵便局 三重郡菰野町大字下村2207 鵜川原小学校 菰野

4 H23.3.2 日本郵便株式会社竹永郵便局 郵便局 三重郡菰野町大字永井字岡8-1 竹永小学校 菰野

5 H24.10.15 酒とお茶のヨロズヤ 酒店 三重郡菰野町大字菰野1057-4 菰野小学校 菰野

6 H25.10.16 有限会社香雅造園 花屋 四日市市智積町723-6 桜小学校 桜

7 H28.10.18 県郵便局 郵便局 四日市市赤水町1075-6 県小学校 県

8 H29.10.17 株式会社グリーンテック四日市営業所 自動車部品検査 三重郡菰野町大字菰野968 菰野小学校 菰野

9 H29.10.17 三重県農業共済組合三泗鈴亀支所 農業保険 四日市市桜町3690-4 菰野小学校 桜

10 H29.10.17 四日市水沢郵便局 郵便局 四日市市水沢町2477 水沢小学校 水沢

11 H30.10.16 株式会社ミッド八光 ポスティング業 三重郡菰野町大字神森604-4 菰野小学校 菰野

12 H30.10.16 有限会社かご万 プロパンガス 三重郡菰野町大字菰野1271 菰野小学校 菰野

13 R1.10.18 株式会社イナガキ 保険代理業 三重郡菰野町大字永井657-2 竹永小学校 菰野

14 R1.10.18 アイサン物流株式会社 運送業 三重郡菰野町大字諏訪1939 鵜川原小学校 菰野

15 R2.6.1 奥山米穀店 米穀店 四日市市桜町1389番地2 桜小学校 桜

16 R2.6.1 HAIR BOX ひろた 理容店 三重郡菰野町大字菰野1029番地1 菰野小学校 菰野

17 R2.6.1 日本郵便株式会社千種郵便局 郵便局 三重郡菰野町大字千草2993番地2 千種小学校 菰野

18 R2.6.1 日本郵便株式会社保々郵便局 郵便局 四日市市中野町1186番地1 保々小学校 保々

19 R2.6.17 小島印刷工業 印刷業 四日市市桜町495番地6 桜小学校 桜
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認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

20 R2.6.17 カラオケ喫茶ドリーム 飲食業 四日市市桜台一丁目1番20号 桜台小学校 桜

21 R2.6.17 山正精肉桜店 食肉販売 四日市市桜町557番地 桜小学校 桜

22 R2.6.17 さくら書店 本屋 四日市市桜町553番地6 桜小学校 桜

23 R2.6.17 株式会社中日ニュースセンターあがたステーション 新聞販売 四日市市平尾町3503番地 県小学校 県

24 R2.6.17 北完和運輸 運送業 四日市市上海老町2134番地 県小学校 県

25 R2.6.17 有限会社　中部自動車商会 自動車販売 四日市市赤水町1552番地4 県小学校 県

26 R2.6.17 河辺公認会計士事務所 公認会計士 四日市市あがたが丘二丁目6番地5 県小学校 県

27 R2.6.17 株式会社アクア 農業 三重郡菰野町大字田光字貝蔵4298番地 朝上小学校 朝上

28 R2.6.17 藤井商会 自動車修理販売 四日市市市場町2758番地2 保々小学校 保々

29 R2.6.17 オートガレージ・ヒロ 自動車整備 三重郡菰野町大字菰野4110番地5 菰野小学校 菰野

30 R2.6.17 三重北農業協同組合桜支店 農協 四日市市桜町799番地3 桜小学校 桜

31 R2.6.17 三重北農業協同組合県支店 農協 四日市市赤水町832番地2 県小学校 県

32 R2.6.17 三重北農業協同組合保々支店 農協 四日市市市場町3035番地1 保々小学校 保々

33 R2.6.17 三重北農業協同組合水沢支店 農協 四日市市水沢町2952番地1 水沢小学校 水沢

34 R2.6.17 三重北農業協同組合菰野支店 農協 三重郡菰野町大字菰野1098番地1 菰野小学校 菰野

35 R2.6.17 三重北農業協同組合鵜川原支店 農協 三重郡菰野町大字大強原3247番地 鵜川原小学校 菰野

36 R2.6.17 三重北農業協同組合千種支店 農協 三重郡菰野町大字千草3815番地 千種小学校 菰野

37 R2.6.17 三重北農業協同組合竹永支店 農協 三重郡菰野町大字竹成2657番地1 竹永小学校 菰野

38 R2.6.17 三重北農業協同組合朝上支店 農協 三重郡菰野町大字田光12番地 朝上小学校 朝上

39 R2.6.17 お好み焼きそば　つくし 飲食業 四日市市あがたが丘二丁目7番3号 県小学校 県

40 R2.6.17 木下呉服店 呉服店 三重郡菰野町大字田光445番地2 朝上小学校 朝上



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

41 R2.6.17 森薬品 薬局 三重郡菰野町大字田光2189番地 朝上小学校 朝上

42 R2.6.24 堀内鈑金 自動車鈑金業 四日市市平尾町1872番地 県小学校 県

43 R2.6.24 羽藤モータース 自動車販売 四日市市平尾町1844番地1 県小学校 県

44 R2.6.24 株式会社三重加藤牧場 畜産業 四日市市上海老町1972番地 県小学校 県

45 R2.6.24 諸岡医院 診療所 三重郡菰野町大字田光4465番地2 朝上小学校 朝上

46 R2.6.24 さんあい薬局株式会社朝上店 薬局 三重郡菰野町大字田光4465番地2 朝上小学校 朝上

47 R2.6.24 四日市 U - I ライオンズクラブ 社会奉仕団体 三重郡菰野町大字下村42番地 鵜川原小学校 菰野

48 R2.7.15 石井燃商株式会社こもの営業所 プロパンガス販売 三重郡菰野町大字田光3468番地1 朝上小学校 朝上

49 R2.7.29 くぬぎの木在宅介護サービスセンター 介護施設 四日市市赤水町1274番地14 県小学校 県

50 R2.8.12 有限会社丸正重機土木 建設業 四日市市水沢町2382番地 水沢小学校 水沢

51 R2.8.12 中村屋 小売業 三重郡菰野町大字杉谷1864番地 朝上小学校 朝上

52 R2.9.30 材木業 三重郡菰野町大字田光3237番地 朝上小学校 朝上

53 R2.9.30 山本鈑金塗装 自動車板金 三重郡菰野町大字田口2566番地 朝上小学校 朝上

54 R2.9.30 オートフリータイム 自動車販売 三重郡菰野町大字田口2091番地 朝上小学校 朝上

55 R2.9.30 菰野東部交通株式会社 運輸業 三重郡菰野町大字小島4505番地 朝上小学校 朝上

56 R2.11.18 みや 飲食業 四日市市水沢町372番地1 水沢小学校 水沢

57 R2.11.18 マルシゲ清水製茶かぶせ茶カフェ 飲食業 四日市市水沢町998番地 水沢小学校 水沢

58 R2.11.18 水沢モータース 自動車整備 四日市市水沢町2886番地4 水沢小学校 水沢

59 R2.11.18 吉田屋 小売業 三重郡菰野町大字田光397番地 朝上小学校 朝上

60 R2.11.18 魚与 小売業 三重郡菰野町大字田光1464番地5 朝上小学校 朝上

61 R2.11.18 有限会社花克 花屋 三重郡菰野町大字田光2191番地 朝上小学校 朝上



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

62 R2.11.18 ビューティーサロンＪＯＹ 美容店 三重郡菰野町大字杉谷1414番地 朝上小学校 朝上

63 R2.11.18 イチオカ電化センター 電気店 三重郡菰野町大字杉谷1377番地1 朝上小学校 朝上

64 R2.11.18 星美容室 美容室 四日市市中野町183番地2 保々小学校 保々

65 R2.11.18 おしゃれ泥棒高見台店 美容室 四日市市市場町2320番地1 保々小学校 保々

66 R2.11.18 もみじや 菓子店 四日市市中野町1053番地4 保々小学校 保々

67 R2.11.18 かね百 小売業 四日市市市場町3094番地1 保々小学校 保々

68 R2.11.18 あゆみ調剤薬局 薬局 四日市市高見台一丁目17番15号 保々小学校 保々

69 R2.11.18 ヘアーサロンひかり 理容店 四日市市市場町506番地2 保々小学校 保々

70 R2.11.18 浮田ふとん店 寝具製造販売 三重郡菰野町大字福村82番地3 菰野小学校 菰野

71 R2.11.18 東海クリーニング クリーニング店 三重郡菰野町大字菰野4634番地1 菰野小学校 菰野

72 R2.11.18 ＹＭＧ耕早点 自動車修理販売 三重郡菰野町大字菰野2191番地1 菰野小学校 菰野

73 R3.1.13 有限会社坂倉商會 文房具販売 三重郡菰野町大字神森833番地 菰野小学校 菰野

74 R3.1.13 タテワキモータース 自動車修理販売 三重郡菰野町田光452番地3 朝上小学校 朝上

75 R3.1.13 魚芳 食品販売業 三重郡菰野町大字小島1444番地 朝上小学校 朝上

76 R3.1.13 山田内科外科 医業 四日市市桜町554番地3 桜小学校 桜

77 R3.1.13 株式会社左馬ノ助 建設業 三重郡菰野町大字小島437番地4 朝上小学校 朝上

78 R3.1.27 大橋呉服店 衣料品販売 三重郡菰野町大字田光2100番地3 朝上小学校 朝上

79 R3.1.27 メガネのヤマモト 眼鏡小売業 三重郡菰野町大字福村2番地4 菰野小学校 菰野

80 R3.1.27 重盛金物店 金物販売 三重郡菰野町大字菰野807番地 菰野小学校 菰野

81 R3.1.27 建築業 三重郡菰野町大字田光2179番地 朝上小学校 朝上

82 R3.1.27 有限会社堀田研作所 加工業 三重郡菰野町大字田口新田1936番地 朝上小学校 朝上



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

83 R3.2.3 小林建設株式会社 建設業 三重郡菰野町大字菰野5488番地 菰野小学校 菰野

84 R3.2.3 藤政 飲食業 三重郡菰野町大字菰野1064番地 菰野小学校 菰野

85 R3.2.17 諏訪梱包運輸倉庫有限会社 倉庫業 三重郡菰野町大字下村42番地 鵜川原小学校 菰野

86 R3.2.17 有限会社柳モデル技研 製造業 三重郡菰野町大字神森605番地2 菰野小学校 菰野

87 R3.2.17 有限会社松尾製陶所 製陶業 三重郡菰野町大字竹成1926番地 竹永小学校 菰野

88 R3.5.12 シキシマ軒 タバコ小売業 四日市市中野町５６番地５ 保々小学校 保々

89 R3.5.12 株式会社藤工務店 建設業 三重郡菰野町大字竹成1038番地2 鵜川原小学校 菰野

90 R3.5.12 EVERYDAY ENGLISH 英会話教室 三重郡菰野町大字菰野1458番地5 菰野小学校 菰野

91 R3.5.12 時計メガネのイチカワ 小売業 四日市市中野町635番地2 保々小学校 保々

92 R3.5.12 みらい不動産販売有限会社 不動産業 三重郡菰野町大字菰野1470番地10 菰野小学校 菰野

93 R3.5.19 サーティーワン四日市菰野店 食品業 三重郡菰野町大字宿野南垣内68番地2 菰野小学校 菰野

94 R3.5.19 金鈴美容室 美容室 四日市市市場町南川原3314番地 保々小学校 保々

95 R3.5.26 八風自動車整備工場 自動車販売業 三重郡菰野町大字田光3484番地 朝上小学校 朝上

96 R3.6.9 平井薬局 薬局 三重郡菰野町大字福村94番地1 菰野小学校 菰野

97 R3.6.9 エクレール月の屋 和菓子屋 三重郡菰野町大字菰野1512番地 菰野小学校 菰野

98 R3.6.9 ヘアーサロンユキ 理容店 四日市市桜台一丁目36番地2 桜台小学校 桜

99 R3.6.9 ホープクリーニング桜台店 クリーニング業 四日市市桜台一丁目29番地12 桜台小学校 桜

100 R3.6.23 スーパースズキ スーパーマーケット 三重郡菰野町大羽根園呉竹町20番地7 菰野小学校 菰野

101 R3.6.23 桜台学童保育所 保育所 四日市市桜台一丁目34番地1 桜台小学校 桜

102 R3.6.30 エール 消化設備販売業 四日市市中野町936番地2 保々小学校 保々

103 R3.6.30 山川瓦店 製造業 四日市市中野町1777番地6 保々小学校 保々



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

104 R3.7.21 ヘアーサロンさくら 理容店 四日市市智積町80番地21 桜小学校 桜

105 R3.7.21 カットスマイルたむ 理容店 三重郡菰野町大字潤田2083番地4 千種小学校 菰野

106 R3.7.21 ミタキ薬局 薬局 三重郡菰野町大字潤田623番地7 菰野小学校 菰野

107 R3.7.21 有限会社パナプラザカワグチ 家電販売店 四日市市桜町117番地 桜小学校 桜

108 R3.8.4 広田治療院 マッサージ店 四日市市小牧町2630番地3 保々小学校 保々

109 R3.8.4 有限会社三重電設 電気工事業 三重郡菰野町大字音羽656番地2 千種小学校 菰野

110 R3.8.25 三重ヤクルト販売株式会社菰野センター 小売業 三重郡菰野町大字潤田739番地1 千種小学校 菰野

111 R3.8.25 桂美容院 美容室 四日市市西村町3928番地 保々小学校 保々

112 R3.8.25 理容イトウ 美容室 四日市市西村町3154番地4 保々小学校 保々

113 R3.8.25 市川設備 配管業 四日市市西村町3494番地1 保々小学校 保々

114 R3.8.25 ミニストップ菰野店 コンビニエンスストア 三重郡菰野町大字菰野1392番地2 菰野小学校 菰野

115 R3.8.25 ミニストップ菰野町庁舎前店 コンビニエンスストア 三重郡菰野町大字潤田1187番地1 千種小学校 菰野

116 R3.9.1 森島酒店 酒店 四日市市市場町2757番地4 保々小学校 保々

117 R3.9.1 サクマ家電サービス 家電販売店 四日市市小牧町2723番地6 保々小学校 保々

118 R3.9.1 イトー施術院 マッサージ店 四日市市高見台一丁目26番地1 保々小学校 保々

119 R3.9.1 有限会社ヤマカワ 内装業 四日市市市場町2725番地1 保々小学校 保々

120 R3.9.15 株式会社カサイ 卸売業 三重郡菰野町大字菰野1062番地1 菰野小学校 菰野

121 R3.9.15 ホームチアリー株式会社 工務店 三重郡菰野町大字榊890番地7 朝上小学校 朝上

122 R3.9.29 有限会社勇建工業 鉄骨業 三重郡菰野町大字千草653番地2 千種小学校 菰野

123 R3.10.13 有限会社かめや製菓舗 製菓業 四日市市智積町694番地 桜小学校 桜

124 R3.10.27 舘自動車有限会社 自動車販売店 三重郡菰野町大字田口新田234番地 朝上小学校 朝上



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

125 R3.10.27 松永易石材店 石材業 三重郡菰野町大字田光1717番地4 朝上小学校 朝上

126 R3.11.24 菰野大羽根園簡易郵便局 郵便局 三重郡菰野町大羽根園柴垣町20番地4 菰野小学校 菰野

127 R3.11.24 北川園 園芸業 四日市市中野町1570番地13 保々小学校 保々

128 R3.11.24 はやし電気商会 家電販売店 四日市市小牧町2693番地2 保々小学校 保々

129 R4.2.2 美容室あーと 美容室 四日市市西村町401番地 保々小学校 保々

130 R4.2.2 株式会社大橋オート 自動車修理販売店 四日市市市場町1782番地25 保々小学校 保々

131 R4.3.23 株式会社ネクスト 看板業 四日市市西村町336番地5 保々小学校 保々

132 R4.4.20 国保電設 電気工事業 四日市市小牧町2425番地 保々小学校 保々

133 R4.4.27 猫に小パン パン屋 三重郡菰野町大字小島658番地 朝上小学校 朝上

134 R4.4.27 おやまの雑貨店 雑貨店 三重郡菰野町大字田光391番地3 朝上小学校 朝上

135 R4.4.27 諸岡建設株式会社 建設業 三重郡菰野町大字田光241番地3 朝上小学校 朝上

136 R4.5.25 ミニストップ桜台本町店 コンビニエンスストア 四日市市桜台本町29番地 桜台小学校 桜

137 R4.6.15 藤波農園 農業 四日市市平尾町3233番地 県小学校 県

138 R4.6.15 ヘアートーマス 理容店 四日市市上海老町1633番地142 県小学校 県

139 R4.6.22 atelier un 美容室 三重郡菰野町大字田口新田553番地5 朝上小学校 朝上

140 R4.6.22 hair le plan 美容室 四日市市桜台二丁目７番地39 桜台小学校 桜

141 R4.7.6 ｅｎｎ 美容室 三重郡菰野町大字福村136番地35号 菰野小学校 菰野

142 R4.7.20 三岐通運株式会社　A・P第一事業部 物流 三重郡菰野町大字田口新田840番地の1 朝上小学校 朝上

143 R4.7.20 ネッツトヨタノヴェル三重株式会社　菰野店 自動車販売店 三重郡菰野町大字神森848番地 菰野小学校 菰野

144 R4.8.31 有限会社三重カドワキ牧場 養畜業 四日市市中野町2221番地8 保々小学校 保々

145 R4.8.31 CKD株式会社四日市工場 製造業 四日市市小牧町2800番地 保々小学校 保々



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

146 R4.11.2 堀自動車整備工場 自動車整備工場 四日市市まきの木台一丁目61番地 保々小学校 保々


