
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 有限会社亀山自動車学校 自動車学校 亀山市井尻町667-1 亀山東小学校 江ヶ室

2 H24.10.15 三幸・スポーツマックス共同事業体 体育館 亀山市野村2-5-1 亀山西小学校 関

3 H25.10.16 アンティーク森 喫茶店 亀山市野村3-2-11 亀山西小学校 関

4 H27.10.14 喫茶　サンロード 喫茶店 亀山市田村町1411-1 川崎小学校 川崎

5 H28.10.18 ファミリーマート亀山みずきが丘店 コンビニエンスストア 亀山市みずきが丘9-3 井田川小学校 江ヶ室

6 H30.10.16 松井電気 電気店 亀山市関町中町376-1 関小学校 関

7 R1.10.18 島内建設株式会社 建設業 亀山市天神4-11-10 亀山南小学校 江ヶ室

8 R1.10.18 サラダ館亀山東店 小売業 亀山市高塚町3-4 亀山東小学校 江ヶ室

9 R2.6.17 日本郵便株式会社加太郵便局 郵便局 亀山市加太板屋4621番地1 加太小学校 関

10 R2.6.17 日本郵便株式会社野登郵便局 郵便局 亀山市両尾町1870番地 野登小学校 野登

11 R2.6.17 日本郵便株式会社白川郵便局 郵便局 亀山市白木町3110番地1 白川小学校 野登

12 R2.6.17 日本郵便株式会社亀山井田川郵便局 郵便局 亀山市井田川町柿の木501番地6 井田川小学校 江ヶ室

13 R2.6.17 日本郵便株式会社川崎郵便局 郵便局 亀山市川崎町4940番地 川崎小学校 川崎

14 R2.11.18 日本郵便株式会社昼生郵便局 郵便局 亀山市中庄町742番地1 昼生小学校 昼生

15 R2.11.18 神辺簡易郵便局 郵便局 亀山市布気町162番地 神辺小学校 関

16 R2.11.18 生甘堂 製菓業 亀山市中庄町714番地11 昼生小学校 昼生

17 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合亀山神辺支店 農協 亀山市太岡寺町1294番地2 神辺小学校 関

18 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合亀山支店昼生 農協 亀山市中庄町728番地1 昼生小学校 昼生
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19 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合亀山支店白川 農協 亀山市白木町3385番地3 白川小学校 野登

20 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合野登支店 農協 亀山市両尾町1923番地4 野登小学校 野登

21 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合川崎支店 農協 亀山市川崎町2699番地 川崎小学校 川崎

22 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合亀山支店 農協 亀山市東御幸町78番地4 亀山西小学校 江ヶ室

23 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合井田川支店 農協 亀山市井田川町3番地 井田川小学校 江ヶ室

24 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合関支店 農協 亀山市関町木崎849番地 関小学校 関

25 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合関支店加太 農協 亀山市加太板屋4622番地 加太小学校 関

26 R3.1.27 スズカ調剤薬局亀山店 調剤薬局 亀山市みどり町26-9 井田川小学校 江ヶ室

27 R3.4.7 パンぱんパン 製造業 亀山市住山町121番地 亀山西小学校 江ヶ室

28 R3.5.19 亀山安知本簡易郵便局 郵便局 亀山市安知本町252番地 亀山南小学校 昼生

29 R3.5.19 坂下簡易郵便局 郵便局 亀山市関町沓掛80番地 関小学校 関

30 R3.5.19 亀山本町郵便局 郵便局 亀山市本町四丁目1番11号 亀山東小学校 江ヶ室

31 R3.5.19 国分理容 理容店 亀山市中床町849番地 昼生小学校 昼生

32 R3.6.2 小さな丘の美術館 美術館 亀山市管内町509番地1 亀山東小学校 江ヶ室

33 R3.7.7 コンビニエンスストアトヨダ コンビニエンスストア 亀山市天神四丁目4番6号 亀山南小学校 江ヶ室

34 R3.7.7 ヘアーサロンなかしま 理容店 亀山市布気町783番地5 神辺小学校 関

35 R3.8.25 カフェレストランオスカー 飲食店 亀山市布気町1451番地2 神辺小学校 関

36 R3.10.13 瀬尾理容店 理容店 亀山市加太市場1685番地3 加太小学校 関

37 R3.10.27 めん処　池田 飲食店 亀山市白木町3471番地 白川小学校 野登

38 R4.2.16 おおた歯科 歯科医院 亀山市川合町1194番地2 井田川小学校 江ヶ室
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39 R4.3.2 茶蔵茶房 喫茶店 亀山市関町新所1765番地5 関小学校 関

40 R4.3.2 小林商店 小売業 亀山市安坂山町485番地1 野登小学校 野登

41 R4.4.13 森川屋製菓 製菓業 亀山市両尾町2068番地2 野登小学校 野登

42 R4.12.7 お食事処　伊勢路 飲食店 亀山市関町木崎71番地8 関小学校 関


