
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 創作工房ネオ サービス業（小物製造） 津市一志町井関96-1 一志西小学校 大井

2 H23.10.11 すみれ美容室 美容室 津市香良洲町5021-3 香良洲小学校 香良洲

3 H23.10.11 有限会社エムズクリエイト 不動産会社 津市一志町虹ヶ丘38-2 一志東小学校 川合

4 H24.10.15 有限会社イシカワ 文具店 津市久居東鷹跡町5-6 誠之小学校 久居駅前

5 H24.10.15 理容村上 理容店 津市久居新町743-11 成美小学校 久居駅前

6 H25.10.16 日本郵便株式会社八ツ山郵便局 郵便局 津市白山町八対野3308 八ツ山小学校 八ツ山

7 H25.10.16 日本郵便株式会社津高茶屋郵便局 郵便局 津市高茶屋1-6-18 高茶屋小学校 南郊

8 H26.10.14 日本郵便株式会社七栗郵便局 郵便局 津市庄田町814-1 栗葉小学校 庄田

9 H26.10.14 日本郵便株式会社一志波瀬郵便局 郵便局 津市一志町波瀬2213-3 一志西小学校 大井

10 H27.10.14 日本郵便株式会社榊原温泉郵便局 郵便局 津市榊原町5903-2 榊原小学校 榊原

11 H28.10.18 香良洲郵便局 郵便局 津市香良洲町1242-1 香良洲小学校 香良洲

12 H29.10.17 白山郵便局 郵便局 津市白山町二本木849-2 大三小学校 大三

13 H29.10.17 株式会社マルイチ環境サービス 清掃業 津市久居北口町990-44 成美小学校 久居駅前

14 H30.10.16 一志郵便局 郵便局 津市一志町田尻528-3 一志西小学校 高岡

15 R1.10.18 日本郵便株式会社久居郵便局 郵便局 津市久居東鷹跡町1-10 誠之小学校 久居駅前

16 R1.10.18 株式会社吉昇幹　みどり津デイサービスセンター 介護施設 津市高茶屋小森町132-6 高茶屋小学校 南郊

17 R2.6.17 津安芸農業協同組合津南部支店 農協 津市高茶屋一丁目7番5号 高茶屋小学校 南郊

18 R2.7.1 日本郵便株式会社津城山郵便局 郵便局 津市城山三丁目11番14号 高茶屋小学校 南郊

19 R2.7.1 日本郵便株式会社美杉郵便局 郵便局 津市美杉町八知3033番地 美杉小学校 美杉幹部

20 R2.7.8 日本郵便株式会社奥津郵便局 郵便局 津市美杉町奥津1384番地 美杉小学校 奥津

21 R2.9.30 ドレミ薬局 薬局 津市久居井戸山町864番地6 立成小学校 久居駅前
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22 R2.11.18 やまちょう 小売業 津市白山町南家城1093番地1 家城小学校 家城

23 R2.11.18 株式会社ミクニ自動車 自動車修理販売 津市久居野村町923番地8 立成小学校 久居駅前

24 R2.11.18 和洋食みやた 飲食業 津市白山町中ノ村120番地7 倭小学校 倭

25 R2.11.18 株式会社ぎゅーとらラブリー持川店 スーパーマーケット 津市久居新町2156番地14 成美小学校 久居駅前

26 R2.11.18 株式会社ぎゅーとらラブリー一志店 スーパーマーケット 津市一志町田尻478番地 一志西小学校 髙岡

27 R2.11.18 株式会社ぎゅーとらラブリー久居店 スーパーマーケット 津市久居西鷹跡町364番地1 誠之小学校 久居駅前

28 R2.11.18 みえなか農業協同組合一志支店 農協 津市一志町田尻595番地13 一志西小学校 高岡

29 R2.11.18 みえなか農業協同組合大井支店 農協 津市一志町大仰369番地１ 一志西小学校 大井

30 R2.11.18 みえなか農業協同組合波瀬支店 農協 津市一志町波瀬4327番地1 一志西小学校 大井

31 R2.11.18 みえなか農業協同組合美杉支店 農協 津市美杉町八知5525番地 美杉小学校 美杉幹部

32 R2.11.18 みえなか農業協同組合久居支店 農協 津市久居新町1083番地1 成美小学校 久居駅前

33 R2.11.18 みえなか農業協同組合久居西支店 農協 津市庄田町2383番地 栗葉小学校 庄田

34 R3.1.13 みえなか農業協同組合川合支店 農協 津市一志町八太579番地1 一志東小学校 川合

35 R3.1.13 みえなか農業協同組合美杉支店やまびこ店 農協 津市美杉町奥津1165番地 美杉小学校 奥津

36 R3.1.13 みえなか農業協同組合白山支店 農協 津市白山町川口893番地 川口小学校 川口

37 R3.1.13 みえなか農業協同組合白山北支店 農協 津市白山町二本木2293番地1 大三小学校 大三

38 R3.3.10 株式会社　辻岡醸造 食料品製造業 津市戸木町2022番地 戸木小学校 久居駅前

39 R3.4.7 情熱リノベーション株式会社本店 住宅業 津市久居野村町515番地3 立成小学校 久居駅前

40 R3.4.7 みえなか農業協同組合農作業支援センター久居東 農協 津市新家町2136番地1 桃園小学校 久居駅前

41 R3.4.7 みえなか農業協同組合　香良洲支店 農協 津市香良洲町1863番地8 香良洲小学校 香良洲

42 R3.9.1 小林模型 模型小売店 津市雲出本郷町1393番地8 雲出小学校 南郊

43 R3.10.27 情熱リノベーション株式会社　グッドやね久居店 建設事務所 津市久居相川町2100番地8 成美小学校 久居駅前

44 R3.11.2 株式会社山川測量設計コンサル 設計事務所 津市香良洲町5113番地1 香良洲小学校 香良洲
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45 R3.12.1 宅配クック１２３　津店 食品販売業 津市久居北口町36番地1 誠之小学校 久居駅前

46 R4.2.16 有限会社クレイン 介護施設 津市久居東鷹跡町243番地 誠之小学校 久居駅前

47 R4.3.9 三重交通商事株式会社津鋼管前営業所 ガソリンスタンド 津市雲出伊倉津町長藤565番地11 雲出小学校 南郊

48 R4.4.27 株式会社八幡工業 採石製造販売業 津市白山町北家城1000番地
八ツ山小学校
家城小学校 家城


