
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 日本郵便株式会社河芸郵便局 郵便局 津市河芸町中別保315-1 豊津小学校 河芸町

2 H23.3.2 株式会社小林住宅 建設事務所 津市丸之内養正町3-25 養正小学校 大門

3 H23.3.2 有限会社ごとう開発 不動産会社 津市西丸之内18-26 養正小学校 津新町

4 H23.3.2 読売センター津駅前店 新聞販売店 津市観音寺町750-45 三重大学附属小学校 津駅前

5 H23.3.2 日本郵便株式会社津観音寺郵便局 郵便局 津市観音寺町604-265 三重大学附属小学校
西が丘小学校 津駅前

6 H23.3.2 株式会社みえ流通総研 不動産会社 津市広明町345-5 南立誠小学校
三重大学附属小学校 津駅前

7 H23.3.2 日本郵便株式会社津緑の街郵便局 郵便局 津市長岡町3060-7 西が丘小学校 津駅前

8 H23.10.11 日本郵便株式会社津南が丘郵便局 郵便局 津市南が丘1-15-1 南が丘小学校 岩田橋

9 H23.10.11 日本郵便株式会社津岩田郵便局 郵便局 津市岩田7-25 修成小学校 岩田橋

10 H23.10.11 日本郵便株式会社津乙部郵便局 郵便局 津市乙部19-5 敬和小学校 大門

11 H24.10.15 伊藤不動産事務所 不動産会社 津市栗真町屋町1656-2 栗真小学校
北立誠小学校 一身田

12 H24.10.15 日本郵便株式会社明郵便局 郵便局 津市芸濃町林135-4 明小学校 椋本

13 H24.10.15 日本郵便株式会社津柳山郵便局 郵便局 津市柳山津興3321 育生小学校 岩田橋

14 H25.10.16 株式会社三重高等自動車学校 自動車学校 津市一身田中野192-1 一身田小学校 一身田

15 H26.10.14 友輪株式会社江戸橋駅前自転車駐車場管理室 自転車駐輪場 津市上浜町3-89-1 北立誠小学校 津駅前

16 H26.10.14 友輪株式会社江戸橋駅西自転車駐車場管理室 自転車駐輪場 津市上浜町4-97-1 北立誠小学校 津駅前

17 H26.10.14 読売センター津半田 新聞販売店 津市神戸956-4 神戸小学校 神戸

18 H27.10.14 津珠算学校 珠算学校 津市新町2-7-24 新町小学校 津新町

19 H28.10.18 喫茶南米 喫茶店兼タバコ店 津市南丸之内11-15 養正小学校 津新町

20 H28.10.18 株式会社津市環境公社 一般廃棄物収集運搬業 津市住吉町1-10 敬和小学校 大門

津警察署管内



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

21 H29.10.17 三重県農業共済組合本所 農業保険 津市桜橋1-649 南立誠小学校 津駅前

22 H29.10.17 三重県農業共済組合津支所 農業保険 津市美里町三郷48-1 みさとの丘学園 美里

23 H29.10.17 アップル津店 中古自動車販売業 津市藤方1613-1 藤水小学校 岩田橋

24 H30.10.16 漢方のはせ川 薬局 津市南中央29-14 修成小学校 岩田橋

25 H30.10.16 ｈａｉｒ７５ 理容店 津市高野尾町1188-9 高野尾小学校 高野尾

26 R1.10.18 有限会社きよみ工業 工事業 津市藤方2593 育生小学校 岩田橋

27 R1.10.18 雲出屋製菓舗 菓子製造販売 津市八幡町津120 育生小学校 岩田橋

28 R2.4.15 Salon de HORI 理容店 津市片田井戸町43番地4 片田小学校 片田

29 R2.4.15 有限会社加藤商店 小売業 津市安濃町浄土寺1486番地2 村主小学校 曽根

30 R2.4.15 西村新聞店 新聞販売店 津市安濃町浄土寺30番地2 村主小学校 曽根

31 R2.4.15 野田事務所 土地登記
測量事務所 津市安濃町川西1300番地1 村主小学校 曽根

32 R2.4.15 萩原建設 建設業 津市安濃町清水95番地3 安濃小学校 曽根

33 R2.4.15 株式会社ぜにや安濃店 スーパーマーケット 津市安濃町曽根741番地 安濃小学校 曽根

34 R2.4.15 日本郵便株式会社安濃郵便局 郵便局 津市安濃町粟加490番地3 明合小学校 東観

35 R2.6.17 株式会社野田米菓 あられ製造販売 津市大里睦合町233番地 大里小学校 高野尾

36 R2.6.17 日本郵便株式会社草生郵便局 郵便局 津市安濃町草生4218番地3 草生小学校 東観

37 R2.6.17 日本郵便株式会社高野尾郵便局 郵便局 津市高野尾町1331番地1 高野尾小学校 高野尾

38 R2.6.17 日本郵便株式会社一身田郵便局 郵便局 津市一身田町295番地1 一身田小学校 一身田

39 R2.6.17 日本郵便株式会社津上浜郵便局 郵便局 津市上浜町3丁目49番地 北立誠小学校 津駅前

40 R2.6.17 日本郵便株式会社河芸千里ヶ丘郵便局 郵便局 津市河芸町千里ヶ丘40番地26 千里ヶ丘小学校 河芸町

41 R2.6.17 日本郵便株式会社津橋南郵便局 郵便局 津市南中央2番2号 育生小学校 岩田橋

42 R2.6.17 トヨダ鈑金 自動車整備業 津市河芸町浜田701番地1 黒田小学校 河芸町



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

43 R2.6.17 白塚電器商会 電気機器販売 津市白塚町5353番地4 白塚小学校 一身田

44 R2.6.17 有限会社安濃電工 電気工事業 津市安濃町大塚498番地1 明合小学校 東観

45 R2.6.17 理容はまぢ 理容店 津市観音寺町455番地25 養正小学校　南立誠小学校
三重大学附属小学校 津駅前

46 R2.6.17 ヘアーサロンミウラ 理容店 津市藤方1914番地7 藤水小学校 岩田橋

47 R2.6.17 ヘアーサロンＳＵＺＵＫＩ 理容店 津市芸濃町椋本732番地1 芸濃小学校 椋本

48 R2.6.17 森田新聞店 新聞販売店 津市豊が丘2丁目48番3号 豊が丘小学校 高野尾

49 R2.6.17 釜屋硝子建材株式会社 建設業 津市河芸町中別保196番地1 上野小学校 河芸町

50 R2.6.17 理容Ｋ 理容店 津市豊が丘1丁目41番8号 豊が丘小学校 高野尾

51 R2.6.17 理容なかむら 理容店 津市小舟720番地54 櫛形小学校 櫛形

52 R2.6.17 魚歳食品株式会社 食品製造販売業 津市大里窪田町1321番地 大里小学校 一身田

53 R2.6.17 株式会社堀川クリーニング クリーニング店 津市藤方493番地1 藤水小学校 岩田橋

54 R2.6.17 有限会社稲垣商店 ガソリンスタンド 津市美里町三郷1番地10 みさとの丘学園 美里

55 R2.6.17 津安芸農業協同組合津給油所 ガソリンスタンド（農協） 津市一色町191番地2 安東小学校 櫛形

56 R2.6.17 津安芸農業協同組合栗真白塚支店 農協 津市栗真中山町19番地 白塚小学校 一身田

57 R2.6.17 津安芸農業協同組合津北支店 農協 津市一身田大古曽670番地5 一身田小学校 一身田

58 R2.6.17 津安芸農業協同組合津中央支店津店 農協 津市新町二丁目11番43号 新町小学校 津新町

59 R2.6.17 津安芸農業協同組合神戸片田支店 農協 津市神戸882番地1 神戸小学校 神戸

60 R2.6.17 津安芸農業協同組合美里支店 農協 津市美里町五百野1918番地 みさとの丘学園 美里

61 R2.6.17 津安芸農業協同組合安濃中央支店 農協 津市安濃町川西2042番地 村主小学校 曽根

62 R2.6.17 津安芸農業協同組合芸濃支店 農協 津市芸濃町椋本4383番地2 芸濃小学校 椋本

63 R2.6.17 津安芸農業協同組合河芸中央支店 農協 津市河芸町一色34番地8 豊津小学校 河芸町

64 R2.6.17 長谷川不動産株式会社 不動産業 津市岩田20番23号 修成小学校 岩田橋



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

65 R2.7.29 株式会社津ドライビングスクール 自動車学校 津市博多町3番15号 新町小学校 津新町

66 R2.7.29 鴻鵠電気 電気工事業 津市河芸町千里ヶ丘42番地39 千里ヶ丘小学校 河芸町

67 R2.8.5 オーシーエム東海株式会社津丸之内店 ガソリンスタンド 津市丸之内19番23号 養正小学校 大門

68 R2.9.9 有限会社杉本商会 小売業 津市安濃町浄土寺33番地3 村主小学校 曽根

69 R2.9.16 Beat path hair 理容店 津市安濃町曽根486番地11 安濃小学校 曽根

70 R2.9.30 株式会社ぎゅーとらラブリー渋見店 スーパーマーケット 津市渋見町416番地1 安東小学校 西が丘小学校
三重大学附属小学校 津駅前

71 R2.9.30 株式会社ぎゅーとらラブリー津　神戸店 スーパーマーケット 津市神戸242番地4 神戸小学校 神戸

72 R2.9.30 株式会社ぎゅーとらトライマート津新町店 スーパーマーケット 津市新町一丁目5番33号 新町小学校
三重大学附属小学校 津新町

73 R2.9.30 株式会社ぎゅーとらラブリー芸濃店 スーパーマーケット 津市芸濃町椋本3014番地 芸濃小学校 椋本

74 R2.11.11 有限会社キャビン 家電販売業 津市河芸町上野596番地41 上野小学校 河芸町

75 R2.11.11 はちみつ喫茶みつばち はちみつ販売
喫茶軽食サービス 津市芸濃町椋本4265番地6 芸濃小学校 椋本

76 R3.1.20 有限会社ジャスト明治 乳類販売 津市垂水887番地9 藤水小学校 岩田橋

77 R3.1.20 三重県電器商業組合 電器商業組合 津市半田川田142番地 修成小学校 津新町

78 R3.2.17 有限会社創電サービス 電気設備業 津市安濃町今徳771番地1 村主小学校 曽根

79 R3.3.10 オク原自動車 自動車鈑金塗装 津市安濃町内多1110番地 安濃小学校 曽根

80 R3.4.21 株式会社堀川クリーニング県庁西営業所 クリーニング業 津市広明町106番地4 三重大学附属小学校 津駅前

81 R3.5.12 大門デンキ株式会社 電気工事業 津市納所町125番地1 安東小学校 津新町

82 R3.5.12 学研豊里教室 学習塾 津市豊が丘二丁目56番地5号 豊が丘小学校 高野尾

83 R3.5.12 ローソン津中央北店 コンビニエンスストア 津市中央15番6号 養正小学校
三重大学附属小学校 大門

84 R3.5.12 津片田郵便局 郵便局 津市片田井戸町101番地 片田小学校 片田

85 R3.5.19 津アサヒスイミングスクール スイミングスクール 津市西古河町4番12号 新町小学校
三重大学附属小学校 津新町

86 R3.5.19 岡金株式会社ニュー津支店 ガソリンスタンド 津市幸町31番16号 修成小学校 津新町



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

87 R3.5.19 株式会社ヤマナカアルテ津新町 スーパーマーケット 津市博多町136番1号 新町小学校 津新町

88 R3.5.26 いとう釣具店 釣具小売業 津市阿漕町津興1084番地 育生小学校 岩田橋

89 R3.6.2 辻井スポーツ津店 販売業 津市藤方米津1217番地 藤水小学校 岩田橋

90 R3.6.2 ファミリーマート津乙部店 コンビニエンスストア 津市中河原2007番地 敬和小学校 大門

91 R3.6.2 カナジモータース 自動車整備業 津市高野尾町1636番地 高野尾小学校 高野尾

92 R3.6.2 小町 美容業 津市分部1492番地3 櫛形小学校 櫛形

93 R3.6.9 株式会社ＤＥＣテクノ 製造業 津市安濃町草生237番地2 明合小学校 東観

94 R3.6.9 株式会社コメリ　ハート＆グリーン安濃店 小売業 津市安濃町曽根761番地 安濃小学校 曽根

95 R3.6.9 順子美容室 美容業 津市大里窪田町1733番地5 大里小学校 一身田

96 R3.6.9 カーショップ　ル・マン 自動車整備業 津市栗真町屋町945番地51 栗真小学校 一身田

97 R3.6.9 魚忠 飲食業 津市神戸1536番地2 神戸小学校 神戸

98 R3.6.9 田浦塾修道舘 学習塾 津市南が丘1丁目18番地1 南が丘小学校 岩田橋

99 R3.6.9 有限会社大森清掃社 清掃業 津市安濃町妙法寺322番地2 村主小学校 曽根

100 R3.6.16 川口歯科 歯科医院 津市栄町二丁目３６２番地 南立誠小学校 津駅前

101 R3.6.16 杉甚商店 食品製造販売 津市一身田町５４９番地 一身田小学校 一身田

102 R3.6.23 今井米穀店 クリーニング店 津市長岡町800番地113 西が丘小学校 津駅前

103 R3.6.23 鈴木商事 文具店 津市河芸町千里ヶ丘39番地21 千里が丘小学校 河芸町

104 R3.6.23 寺前屋 和菓子店 津市河芸町一色1274番地 豊津小学校 河芸町

105 R3.6.23 和のしらべ　凜 飲食店 津市安濃町草生1351番地10 草生小学校 東観

106 R3.6.23 パン工房ブロワ 食品製造販売 津市上浜町4丁目27番347 北立誠小学校
三重大学附属小学校 津駅前

107 R3.6.23 丸一屋 衣料品店 津市河芸町上野735番地 上野小学校 河芸町

108 R3.7.14 前川酒店 酒店 津市芸濃町林215番地1 明小学校 椋本



認定日 名称 業種 所在地 通学路対象小学校 管轄交番等

109 R3.7.14 道の駅　津かわげ 道の駅 津市河芸町三行255番地4 黒田小学校 河芸町

110 R3.7.14 新興自動車工業株式会社 自動車修理販売店 津市芸濃町椋本6203番地 芸濃小学校 椋本

111 R3.7.14 巴屋製菓舗 和菓子店 津市芸濃町椋本712番地1 芸濃小学校 椋本

112 R3.7.21 株式会社ロッシュ 建築業 津市芸濃町椋本4299番地 芸濃小学校 椋本

113 R3.7.21 三重ヤクルト販売株式会社　津北センター 食品販売業 津市白塚町3584番地1 白塚小学校 一身田

114 R3.8.4 樋口商店 雑貨店 津市美里町足坂575番地 みさとの丘学園 美里

115 R3.11.2 有限会社松林工業 建設事務所 津市垂水1967番地 南が丘小学校 岩田橋

116 R4.2.22 津トップスイミングクラブ スポーツクラブ 津市桜橋三丁目53番地1 北立誠小学校 津駅前

117 R4.3.2 スポーツクラブジョイフィット津桜橋 スポーツクラブ 津市桜橋三丁目63番地1 北立誠小学校 津駅前

118 R4.3.9 三重交通商事株式会社津丸ノ内営業所 ガソリンスタンド 津市丸之内33番26号 養正小学校 大門

119 R4.3.9 三重交通商事株式会社津栄町営業所 ガソリンスタンド 津市栄町二丁目210番地 南立誠小学校 津駅前

120 R4.3.9 公益社団法人三重県宅地建物取引業協会 宅地建物取引施行業 津市上浜町一丁目6番地1 北立誠小学校 津駅前

121 R4.6.22 日本郵便株式会社黒田郵便局 郵便局 津市河芸町北黒田588番地3 黒田小学校 河芸町

122 R4.6.22 駒田医院 医業 津市芸濃町林190番地2 明小学校 椋本

123 R4.6.29 安濃建設株式会社 建設業 津市安濃町草生4326番地1 草生小学校 東観

124 R4.8.10 ドラッグセイムス津片田店 薬局 津市片田井戸町6番地 片田小学校 片田

125 R4.8.31 株式会社村上商店　本店 ガソリンスタンド 津市大門3番10号 敬和小学校
三重大学附属小学校 大門

126 R4.8.31 株式会社村上商店　津南給油所 ガソリンスタンド 津市上弁財町9番地16 育生小学校 岩田橋

127 R4.8.31 株式会社村上商店　川又給油所 ガソリンスタンド 津市東丸之内8番8号 養正小学校 大門

128 R4.8.31 株式会社村上商店　上浜給油所 ガソリンスタンド 津市上浜町一丁目18番地2 南立誠小学校 津駅前


