
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 コロナ 理容店 鈴鹿市大池3-12-30 明生小学校 平田

2 H23.10.11 日本郵便株式会社椿郵便局 郵便局 鈴鹿市山本町1741-1 椿小学校 椿

3 H24.10.15 理容サカクラ 理容店 鈴鹿市磯山1-6-1 栄小学校 鈴鹿南部

4 H25.10.16 竹野屋 呉服店 鈴鹿市神戸8-26-14 神戸小学校 神戸

5 H25.10.16 サイクルショップ堀内 自転車店 鈴鹿市林崎2-15-23 箕田小学校 若松

6 H26.10.14 あきながレディースクリニック 産婦人科医院 鈴鹿市秋永町787-3 栄小学校 鈴鹿南部

7 H26.10.14 橋本質店 質屋 鈴鹿市阿古曽町2-28 飯野小学校 平田

8 H27.10.14 洋洋住研株式会社鈴鹿支店 住宅業者 鈴鹿市矢橋1-22-12 神戸小学校 神戸

9 H28.10.18 久保文具 文具店 鈴鹿市神戸2-14-6 神戸小学校 神戸

10 H29.10.17 山本商店 クリーニング 鈴鹿市岡田3-31-15 牧田小学校 平田

11 H30.10.16 理容香美 理容店 鈴鹿市若松西4-16-28 若松小学校 若松

12 R1.10.18 平井商店 食料品販売 鈴鹿市住吉5-2-2 明生小学校 平田

13 R1.10.18 あいづや菓子店 菓子店 鈴鹿市神戸6-6-7 神戸小学校 神戸

14 R2.6.17 イワサコ理美容 理容店 鈴鹿市御薗町2284番地 天名小学校 鈴鹿南部

15 R2.6.17 株式会社ポーション 社会福祉 鈴鹿市神戸1丁目3番12号 神戸小学校 神戸

16 R2.6.17 床屋まえだ 理容店 鈴鹿市長太栄町3丁目16番15号 長太小学校 若松

17 R2.6.17 ヘアサロンスズキ 理容店 鈴鹿市神戸2丁目17番19号 神戸小学校 神戸

18 R2.6.17 理容丸山 理容店 鈴鹿市南堀江2丁目1番14号 箕田小学校 若松

鈴鹿警察署管内



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

19 R2.6.17
日本郵便株式会社鈴鹿石薬師郵便
局

郵便局 鈴鹿市石薬師町2023番地1 石薬師小学校 石薬師

20 R2.6.17 日本郵便株式会社鈴鹿箕田郵便局 郵便局 鈴鹿市南堀江2丁目7番30号 箕田小学校 若松

21 R2.6.17 日本郵便株式会社鈴鹿寺家郵便局 郵便局 鈴鹿市寺家4丁目17番21号 白子小学校 白子

22 R2.6.17 日本郵便株式会社鈴鹿稲生郵便局 郵便局 鈴鹿市稲生西2丁目3番1号 稲生小学校 鈴鹿南部

23 R2.6.17 For Hair Fujimoto 理容店 鈴鹿市国府町2106番地1 国府小学校 平田

24 R2.8.5 ハヤシ住宅株式会社 リフォーム業 鈴鹿市西条四丁目50番地 神戸小学校 神戸

25 R2.8.5 ベビー＆マタニティ株式会社サカタ 小売業 鈴鹿市平田新町1番40号 明生小学校 平田

26 R2.8.5 中部工業株式会社 人材派遣業 鈴鹿市国府町2200番地の242 国府小学校 平田

27 R2.8.5 有限会社つばき総合設備 建設業 鈴鹿市大久保町1835番地 椿小学校 椿

28 R2.9.30 株式会社ぎゅーとらラブリー平田店 スーパーマーケット 鈴鹿市算所一丁目8番30号 清和小学校 平田

29 R2.11.18 ＹＯＵＲＳアサノ岸岡店 家電販売業 鈴鹿市岸岡町3145番地2 玉垣小学校 白子

30 R2.11.18 ＹＯＵＲＳアサノ箕田店 家電販売業 鈴鹿市下箕田三丁目2番1号 箕田小学校 若松

31 R2.11.18 有限会社西岡電器 家電販売業 鈴鹿市北江島町2番22号 愛宕小学校 白子

32 R2.11.18 株式会社ウィズワタナベ旭が丘店 家電販売業 鈴鹿市東旭が丘四丁目5番2号 旭が丘小学校 旭が丘

33 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合国府支店 農協 鈴鹿市国府町2416番地の6 国府小学校 平田

34 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合庄野支店 農協 鈴鹿市庄野町9番地の8 庄野小学校 庄野

35 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合加佐登支店 農協 鈴鹿市高塚町1065番地 加佐登小学校 加佐登

36 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合石薬師支店 農協 鈴鹿市石薬師町1812番地の2 石薬師小学校 石薬師

37 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合久間田支店 農協 鈴鹿市下大久保町802番地の4 鈴西小学校 久間田

38 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合牧田支店 農協 鈴鹿市弓削町1158番地 牧田小学校 平田



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

39 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合飯野支店 農協 鈴鹿市西条1丁目9番1号 神戸小学校 神戸

40 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合河曲支店 農協 鈴鹿市河田町373番地 河曲小学校 神戸

41 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合玉垣支店 農協 鈴鹿市東玉垣町699番地 玉垣小学校 旭が丘

42 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合一ノ宮支店 農協 鈴鹿市一ノ宮町36番地の1 一ノ宮小学校 神戸

43 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合長太支店 農協 鈴鹿市長太旭町四丁目21番26号 長太小学校 若松

44 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合箕田支店 農協 鈴鹿市中箕田一丁目1番45号 箕田小学校 若松

45 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合若松支店 農協 鈴鹿市若松北二丁目3番5号 若松小学校 若松

46 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合白子支店 農協 鈴鹿市白子本町11番22号 白子小学校 白子

47 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合稲生支店 農協 鈴鹿市稲生二丁目14番8号 稲生小学校 鈴鹿南部

48 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合天名支店 農協 鈴鹿市御薗町2530番地の1 天名小学校 鈴鹿南部

49 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合合川支店 農協 鈴鹿市三宅町4493番地 合川小学校 鈴鹿南部

50 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合栄支店 農協 鈴鹿市秋永町1011番地の1 栄小学校 鈴鹿南部

51 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合椿支店 農協 鈴鹿市山本町747番地の4 椿小学校 椿

52 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合平田駅前支店 農協 鈴鹿市算所一丁目3番3号 清和小学校 平田

53 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合深伊沢支店 農協 鈴鹿市伊船町1010番地2 深伊沢小学校 伊船

54 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合深溝支店 農協 鈴鹿市深溝町1603番地の1 鈴西小学校 久間田

55 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合庄内支店 農協 鈴鹿市東庄内町2427番地の2 庄内小学校 庄内

56 R2.12.16 鈴鹿農業協同組合桜島支店 農協 鈴鹿市桜島町二丁目2番地の3 桜島小学校 旭が丘

57 R2.12.16 日本郵便株式会社鈴鹿鈴峰郵便局 郵便局 鈴鹿市伊船町1031番地の1 深伊沢小学校 伊船

58 R3.1.13 ホープクリーニング太陽の街 クリーニング店 鈴鹿市郡山町2001番地の11 郡山小学校 鈴鹿南部



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

59 R3.1.13 リラック’ｓ　たいむ 理容店 鈴鹿市郡山町2001番地の11 郡山小学校 鈴鹿南部

60 R3.1.20 うお徳 仕出し料理店 鈴鹿市和泉町12番地の1 井田川小学校 庄野

61 R3.1.27 スズカ調剤薬局 調剤薬局 鈴鹿市南江島町14-1 愛宕小学校 白子

62 R3.1.27 スズカ調剤薬局白子店 調剤薬局 鈴鹿市南江島町8-5 愛宕小学校 白子

63 R3.1.27 スズカ調剤薬局高岡店 調剤薬局 鈴鹿市高岡町632-1 一ノ宮小学校 神戸

64 R3.1.27 スズカ調剤薬局稲生店 調剤薬局 鈴鹿市稲生4丁目14-20 稲生小学校 鈴鹿南部

65 R3.1.27 スズカ調剤薬局長太店 調剤薬局 鈴鹿市長太旭町4-22-18 長太小学校 若松

66 R3.1.27 旭が丘調剤薬局 調剤薬局 鈴鹿市東旭が丘3丁目2-8 旭が丘小学校 旭が丘

67 R3.1.27 磯山調剤薬局 調剤薬局 鈴鹿市東磯山3-19-27 鼓ヶ浦小学校 鈴鹿南部

68 R3.1.27 岸岡調剤薬局 調剤薬局 鈴鹿市岸岡町3437番地 愛宕小学校 白子

69 R3.5.12 江藤米穀鼓ヶ浦店 米穀店 鈴鹿市寺家一丁目39番10号 鼓ヶ浦小学校 白子

70 R3.6.9 うちここカフェ 飲食業 鈴鹿市高岡台五丁目5番3号 一ノ宮小学校 神戸

71 R3.8.25 日本郵便株式会社合川郵便局 郵便局 鈴鹿市三宅町2107番地の1 合川小学校 鈴鹿南部

72 R3.8.25 有限会社川村自動車工業所 自動車整備工場鈴鹿市徳井町464番地 合川小学校 鈴鹿南部

73 R3.8.25 理容桑原 理容店 鈴鹿市石薬師町1185番地の8 石薬師小学校 石薬師

74 R3.9.1 日本郵便株式会社久間田郵便局 郵便局 鈴鹿市下大久保町825番地の1 鈴西小学校 久間田

75 R3.9.15 日本郵便株式会社鈴鹿加佐登郵便局郵便局 鈴鹿市加佐登一丁目14番32号 加佐登小学校 加佐登

76 R3.9.15 日本郵便株式会社鈴鹿算所郵便局 郵便局 鈴鹿市算所三丁目21番37号 清和小学校 平田

77 R3.10.27 市野建具店 建具店 鈴鹿市加佐登三丁目9番2号 加佐登小学校 加佐登

78 R3.12.1 日本郵便株式会社庄内簡易郵便局 郵便局 鈴鹿市東庄内町361番地の１ 庄内小学校 庄内
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79 R4.1.12 Bach　LaLa パン屋 鈴鹿市南玉垣町3456番地の6 旭が丘小学校、玉垣小学校愛宕小学校、白子小学校 旭が丘

80 R4.2.16 橘屋製菓舗 和菓子店 鈴鹿市南若松町689番地の1 若松小学校 若松

81 R4.2.16 日本郵便株式会社鈴鹿天名郵便局 郵便局 鈴鹿市御薗町2301番地の2 天名小学校 鈴鹿南部

82 R4.2.16 矢田商店 食料品店 鈴鹿市庄野羽山一丁目3番5号 庄野小学校 庄野

83 R4.2.16 玉屋製麺所 製麺所 鈴鹿市桜島町三丁目6番地の16 桜島小学校 旭が丘

84 R4.2.16 御菓子司峯月堂製菓 和菓子店 鈴鹿市伊船町1616番地の1 深伊沢小学校 伊船

85 R4.7.6 彩電館てっくわん 家電販売店 鈴鹿市平田本町二丁目9番20号 牧田小学校 平田

86 R4.7.6 魚富 飲食店 鈴鹿市西冨田町147番地の9 井田川小学校 平田

87 R4.7.6 麻生モータース 自動車販売店 鈴鹿市中冨田町26番地の12 井田川小学校 平田


