
種類 名称 住所 名称 住所

1 公益財団法人 荒川区芸術文化振興財団 荒川7丁目20番1号東京都荒川区立町屋文化センター内 荒川区立町屋文化センター 荒川7丁目20番1号東京都荒川区立町屋文化センター内 平成25年1月1日～

2 公益財団法人 荒川区自治総合研究所 荒川2丁目11番1号 平成24年1月1日～

3 公益財団法人 介護労働安定センター 荒川7丁目50番9号 平成26年1月1日～

4 公益財団法人 鉄道弘済会 千代田区麹町5丁目1番 南千住駅前保育所 南千住4丁目3番2号 平成26年1月1日～

5 公益財団法人 ダイオーズ記念財団 南千住1丁目13番13号 令和2年10月13日～

6 公益財団法人 日本アウトワード・バウンド協会 西日暮里5丁目38番5号 平成30年10月30日～

7 公益財団法人 文化財建造物保存技術協会 西日暮里2丁目32番15号 平成23年1月1日～

8 公益社団法人 荒川区シルバー人材センター 東尾久4丁目32番7号 平成23年1月1日～

9 公益社団法人 荒川法人会 西日暮里6丁目7番6号 平成26年1月1日～

10 公益社団法人 全国上下水道コンサルタント協会 西日暮里5丁目26番8号 平成30年3月26日～

11 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 西日暮里5丁目12番5号ビルメンテナンス会館5階 平成23年1月1日～

12 公益社団法人 東京都荒川区歯科医師会 荒川4丁目2番21号 平成25年1月1日～

13 公益社団法人 東京都診療放射線技師会 西日暮里2丁目22番1号ステーションプラザタワー505 平成25年1月1日～

14 公益社団法人 東京ビルメンテナンス協会 西日暮里5丁目12番5号 平成23年1月1日～

15 公益社団法人 日本環境教育フォーラム 西日暮里5丁目38番5号日能研ﾋﾞﾙ１階 平成29年1月1日～

16 公益社団法人 日本書作家協会 東日暮里1丁目39番11号 令和3年4月2日～

17 学校法人 開成学園 西日暮里4丁目2番4号　 平成21年1月1日～

北豊島幼稚園 東尾久6丁目34番24号

北豊島医療専門学校 東尾久6丁目32番8号

南千住四丁目学童クラブ 南千住4丁目9番7号トミンタワー南千住四丁目内

東日暮里学童クラブ 東日暮里1丁目17番13号東日暮里ふれあい館内

六日小総合プラン 西日暮里6丁目35番16号第六日暮里小学校内

二瑞小総合プラン 南千住5丁目8番1号第二瑞光小学校内

二峡小総合プラン 荒川2丁目30番1号第二峡田小学校内

赤土小総合プラン 東尾久2丁目43番9号赤土小学校内

道灌山幼稚園

道灌山学園保育福祉専門学校

ワタナベ学園 町屋2丁目15番5号

みるく保育園 東尾久6丁目9番4号1階

21 社会福祉法人 荒川区社会福祉協議会 南千住1丁目13番20号 平成21年1月1日～

22 社会福祉法人 荒川のぞみの会 東日暮里3丁目8番16号 平成21年1月1日～

汐入学童クラブ 南千住8丁目2番2号汐入ふれあい館内

南千住8丁目14番1号都立汐入公園内

南千住8丁目10番1号第三中学校敷地内

七峡小総合プラン 町屋8丁目19番12号第七峡田小学校内

汐入小総合プラン 南千住8丁目2番3号汐入小学校内

24 社会福祉法人 エンゼル福祉会 埼玉県越谷市川柳町3丁目60番1号 特別養護老人ホームおたけの郷 町屋7丁目18番11号 平成25年1月1日～

荒川区立特別養護老人ホームサンハイム荒川 南千住3丁目14番7号

荒川区立南千住中部在宅高齢者通所サービスセンター 南千住4丁目9番6号

20 学校法人 柏こばと学園 千葉県柏市十余二287-270 令和4年4月5日～

平成29年1月1日～25 社会福祉法人 カメリア会 江東区亀戸3丁目36番13号

平成21年1月1日～
汐入東小総合プラン

西日暮里4丁目7番15号

23 社会福祉法人 雲柱社 世田谷区上北沢3丁目8番19号

平成21年1月1日
～令和4年12月26日

令和3年3月8日～

19 学校法人 道灌山学園 西日暮里4丁目7番15号

18 学校法人 北豊島学園 東尾久6丁目34番24号　
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小台橋保育園 西尾久6丁目9番7号

夕やけこやけ保育園 東日暮里3丁目11番19号

27 社会福祉法人 興善会 西尾久7丁目26番4号 子供の家愛育保育園 西尾久7丁目26番4号 平成21年1月1日～

にじの樹保育園 南千住8丁目5番2号

にじの森保育園 南千住8丁目13番1号

29 社会福祉法人 三幸福祉会 葛飾区青戸8丁目18番13号 特別養護老人ホーム癒しの里南千住 南千住6丁目67番8号 平成23年1月1日～

30 社会福祉法人 至誠会 新宿区河田町10丁目13番 至誠会第二保育園 東尾久5丁目34番6号 平成22年1月1日～

東日暮里わんぱく保育園 東日暮里3丁目9番10号

タムスわんぱく保育園荒川 荒川5丁目31番7号

32 社会福祉法人 上宮会 東日暮里2丁目29番8号 日暮里上宮病院 東日暮里2丁目29番8号 平成21年1月1日～

南千住第一・第二学童クラブ 南千住6丁目35番3号南千住保育園内

四峡小総合プラン 町屋2丁目11番6号第四峡田小学校内

五峡小総合プラン 町屋3丁目17番24号第五峡田小学校内

大門小総合プラン 町屋4丁目27番8号大門小学校内

尾久西小総合プラン 西尾久5丁目27番12号尾久西小学校内

三峡小総合プラン 荒川1丁目43番1号第三峡田小学校内

上智厚生館保育園 町屋4丁目9番10号

上尾久保育園 西尾久8丁目10番12号

南千住さくら保育園 南千住4丁目9番4号

南千住保育園 南千住6丁目35番3号

上智聖ローザ保育園 西日暮里6丁目7番1号

34 社会福祉法人 信愛報恩会 清瀬市梅園2丁目5番9号 特別養護老人ホーム信愛のぞみの郷 西尾久1丁目1番12号 平成21年1月1日～

35 社会福祉法人 仁風会館 荒川2丁目41番1号 仁風保育園 荒川2丁目41番1号 平成21年1月1日～

36 社会福祉法人 すかい 栃木県日光市足尾町2084 スクラムあらかわ 町屋6丁目28番13号 平成23年1月1日～

37 社会福祉法人 聖華 千葉県野田市上三ヶ尾454-1 町屋保育園 町屋1丁目35番9号 平成27年1月1日～

荒川区立特別養護老人ホームグリーンハイム荒川

荒川区立グリーンハイム荒川在宅高齢者通所サービスセンター

荒川区立西日暮里在宅高齢者通所サービスセンター 西日暮里5丁目36番1号

荒川区立町屋在宅高齢者通所サービスセンター 町屋7丁目2番15号

39 社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 新宿区西新宿7丁目8番10号オークラヤビル2階 町屋生活寮 町屋2丁目7番3号 平成21年1月1日～

荒川区立東日暮里在宅高齢者通所サービスセンター 東日暮里3丁目8番16号

三日小総合プラン 東日暮里3丁目10番17号第三日暮里小学校内

汐入とちのき保育園 南千住8丁目3番3号

尾久隣保館保育園 町屋6丁目28番11号

41 社会福祉法人 東萌会 埼玉県越谷市七左町1-347 南千住七丁目保育園 南千住7丁目20番13号 平成23年1月1日～

42 社会福祉法人 トラムあらかわ 東尾久3丁目20番10号2階 平成21年1月1日～

43 社会福祉法人 ドン・ボスコ学院 荒川3丁目11番1号 ドン・ボスコ保育園 荒川3丁目11番1号 平成21年1月1日～

荒川区立荒川老人福祉センター

荒川区立荒川東部在宅高齢者通所サービスセンター

荒川区立特別養護老人ホーム花の木ハイム荒川

荒川区立花の木ハイム荒川在宅高齢者通所サービスセンター

世田谷区駒沢1丁目4番15号真井ビル奉優会社会福祉法人44

荒川5丁目47番2号

令和2年4月1日～

町屋4丁目9番10号 平成21年1月1日～

荒川1丁目34番6号

上智社会事業団社会福祉法人

平成21年1月1日～40 社会福祉法人 東京都福祉事業協会 北区王子2丁目19番21号

南千住6丁目36番5号

平成21年1月1日～38 社会福祉法人 聖風会 足立区花畑4丁目39番10号

平成29年1月1日～

33

平成25年1月1日～

31 社会福祉法人 春和会 江戸川区篠崎町2丁目7番1号

28 社会福祉法人 三樹会 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4丁目17番22号

平成21年1月1日～26 社会福祉法人 教信精舎 西尾久6丁目9番7号



種類 名称 住所 名称 住所

荒川区条例指定寄附金控除団体一覧（令和５年２月１５日現在）

法人 事業所（荒川区内）
控除対象期間

45 社会福祉法人 北養会 茨城県水戸市東原3丁目2番7号 特別養護老人ホームさくら館 町屋7丁目10番6号 平成21年1月1日～

46 社会福祉法人 窓の陽 西尾久7丁目50番6号三博ビル 平成21年1月1日～

47 社会福祉法人 ゆうゆう 山梨県甲府市住吉3丁目24番20号 日暮里保育園 西日暮里2丁目2番7号 平成31年4月1日～

48 社会福祉法人 有隣協会 大田区仲六郷4丁目2番12号 養護老人ホーム千寿苑 南千住3丁目5番13号 平成21年1月1日～

49 社会福祉法人 樹 流山市南流山1丁目17番4号 聖華ひなた保育園 東日暮里6丁目28番13号 令和3年4月1日～

50 社会福祉法人 愛聖会 東日暮里1丁目17番2号 なかよし保育園 東日暮里1丁目17番2号 令和3年5月24日～

51 社会福祉法人 ソラティオ 南千住2丁目8番6号 令和4年11月24日～

52 更生保護法人 慈済会 町屋7丁目11番7号 平成21年1月1日～

53 更生保護法人 静修会 足立区小台2丁目43番5号 静修会荒川寮 荒川区荒川4丁目17番1号 平成21年1月1日～

54 更生保護法人 日新協会 東尾久2丁目34番7号 平成21年1月1日～

55 認定ＮＰＯ法人 おもちゃの図書館全国連絡会 東日暮里2丁目25番11号 平成31年4月26日～

56 認定ＮＰＯ法人 多文化共生センター東京
荒川3丁目74番6号
メゾン荒川Ⅱ　201号室

平成24年1月1日～


