
令和５年度個人市民税に係る札幌市条例指定寄附金一覧
令和４年12月31日現在　　

１　所得税における指定寄附金（所得税法第７８条第２項第２号）

対象法人又は団体の名称 住　　　　　　　　　　所

1 国立大学法人北海道大学 札幌市北区北８条西５丁目

2 国立大学法人北海道教育大学 札幌市北区あいの里５条３丁目１番３号

3 北海道公立大学法人札幌医科大学 札幌市中央区南１条西17丁目

4 公立大学法人札幌市立大学 札幌市南区芸術の森１丁目

２　特定公益増進法人

　（１）　独立行政法人（所得税法施行令第２１７条第１項第１号）

対象法人又は団体の名称 住　　　　　　　　　　所

1 独立行政法人　国立病院機構 東京都目黒区東が丘2丁目5番21号

　（２）　地方独立行政法人（所得税法施行令第２１７条第１項第１号の２）

対象法人又は団体の名称 住　　　　　　　　　　所

1 地方独立行政法人　北海道立総合研究機構 札幌市北区北19条西11丁目

　（３）　自動車安全運転センター等（所得税法施行令第２１７条第１項第２号）

　　　　該当なし

　（４）　公益社団法人、公益財団法人及び旧民法法人（所得税法施行令第２１７条第１項第３号）

対象法人又は団体の名称 住　　　　　　　　　　所

1 公益財団法人　北海道脳神経疾患研究所 札幌市中央区南１条西１４丁目２９１－１９０中村記念病院内

2 公益財団法人　秋山記念生命科学振興財団 札幌市中央区宮の森２条１１－６－２５

3 公益財団法人　伊藤医薬学術交流財団 札幌市中央区北３条西７丁目１番１　緑苑ビル

4 公益社団法人　北海道交通安全推進委員会 札幌市中央区北５条西６－１－２３

5 公益社団法人　北海道交通遺児の会 札幌市中央区南１条東１丁目　大通バスセンタービル１号館

6 公益財団法人　山口正栄記念奨学財団 札幌市北区北21条西3－1－14　(株)ジャパンテクニカルソフトウェア内

7 公益財団法人　札幌交響楽団 札幌市中央区中島公園1-15

8 公益社団法人　北海道森と緑の会 札幌市中央区北４条西５丁目１

9 公益財団法人　北海道盲導犬協会 札幌市南区南３０条西８－１－１

10 公益社団法人　北海道シルバー人材センター連合会 札幌市中央区北４条西６－１

11 公益財団法人　コープさっぽろ社会福祉基金 札幌市西区発寒１１条５－１０－１

12 公益財団法人　日本ユニセフ協会 東京都港区高輪4丁目6-12

13 公益財団法人　北海道自然体験学習財団 札幌市中央区南1条西4-16日本旅行札幌ビル内

14 公益財団法人　太陽財団 札幌市中央区南１条西４丁目4-1　太陽ビル８階

15 公益財団法人　寿原記念財団 札幌市中央区南1条西7丁目12番地　都市ビル

16 公益財団法人　大友福祉振興財団 札幌市中央区南４条東４－１－３６

17 公益財団法人　廣西・ロジネットジャパン社会貢献基金 札幌市中央区大通西8丁目2番地6LNJ札幌大通公園ビル内

18 公益社団法人　北海道臨床工学技士会 札幌市豊平区中の島１条８丁目３－１８「北海道社会保険総合病院ＭＥ部」内

19 公益社団法人　北海道理学療法士会 札幌市中央区北三条西二丁目１番地　カミヤマビル４Ｆ

20 公益財団法人　北水協会 札幌市中央区北３条西７－１　第二水産ビル

21 公益財団法人　パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会 札幌市中央区南２条東１丁目１番地１４住友生命札幌中央ビル内

22 公益財団法人　札幌がんセミナー 札幌市中央区大通西6丁目6番地

23 公益財団法人　はまなす財団 札幌市中央区北５条西６丁目２番地の２

24 公益財団法人　北海道文学館 札幌市中央区中島公園1-4　北海道立文学館内

25 公益財団法人　栗林育英学術財団 札幌市中央区大通西１４－１山田ビル６階

26 公益財団法人　北海道科学技術総合振興センター 札幌市北区北21条西12　北海道大学構内コラボほっかいどう

27 公益財団法人　北海道防犯協会連合会 札幌市中央区北２条西７丁目　北海道警察本部内２階

28 公益財団法人　札幌国際プラザ 札幌市中央区北１条西３－３

29 公益社団法人　北海道作業療法士会 札幌市北区北七条西二丁目６番地

30 公益社団法人　札幌聴覚障害者協会 札幌市中央区大通西１９－１－３５８　札幌市視聴覚障がい者情報センター内

31 公益財団法人　ふきのとう文庫 札幌市中央区北６条西１２丁目８番地３

32 公益社団法人　北海道国際交流・協力総合センター 札幌市中央区北３条西７丁目道庁別館１２階

33 公益社団法人　北海道鍼灸師会 札幌市中央区南１条西１８　宮川ビル２F

34 公益財団法人　北海道中小企業総合支援センター 札幌市中央区北１条西２丁目２　経済センタービル

35 公益社団法人　札幌中法人会 札幌市中央区北4条西3丁目1番地

36 公益財団法人　宇都宮仙太郎翁顕彰会 札幌市北区北１５条西５－２０

37 公益財団法人　北海道農業公社 札幌市中央区北５条西６－１－２３

38 公益財団法人　北海道文化財団 札幌市中央区大通西５丁目　大五ビル内
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39 公益社団法人　北海道柔道整復師会 札幌市中央区大通西１８丁目１の１５、１の１６　北整会館

40 公益社団法人　北海道栄養士会 札幌市中央区南１条西５丁目２０番地

41 公益社団法人　北海道海難防止・水難救済センター 札幌市中央区北３条西７丁目１水産ビル３階

42 公益財団法人　北海道精神保健推進協会 札幌市白石区平和通１７丁目北１番１３号

43 公益社団法人　北海道スカイスポーツ協会 札幌市中央区大通西４丁目１番地

44 公益社団法人　北海道浄化槽協会 札幌市豊平区平岸５条７丁目７－１０

45 公益財団法人　ノーマライゼーション住宅財団 札幌市中央区大通西１６-２-３

46 公益社団法人　北海道農業改良普及協会 札幌市中央区北３条西７丁目－１

47 公益財団法人　梅津奨学院 札幌市中央区南2条西7丁目4-1　第7松井ビル内

48 公益社団法人　北海道宅地建物取引業協会 札幌市中央区北1条西17-1北海道不動産会館２階

49 公益財団法人　北海道健康づくり財団 札幌市中央区大通西６　北海道医師会館５階

50 公益財団法人　札幌市防災協会 札幌市白石区南郷通６丁目北２－１

51 公益財団法人　北海道市町村振興協会 札幌市中央区北４条西６丁目２

52 公益財団法人　北海道結核予防会 札幌市北区北８条西３丁目札幌エルプラザ５階

53 公益財団法人　北海道対がん協会 札幌市東区北２６条東１４丁目１－１５

54 公益財団法人　北海道科学文化協会 札幌市中央区北１条西7-1-15-23　あおいビル内

55 公益財団法人　北農会 札幌市中央区北２条西１丁目１０　ピア２・１　５階

56 公益財団法人　北海道女性協会 札幌市中央区北２条西７丁目１

57 公益社団法人　北海道鍼灸柔整マッサージ師会 札幌市中央区北二条西1丁目１０番地ピア２・１　７０２号室

58 公益社団法人　北海道地方自治研究所 札幌市北区北６条西７丁目

59 公益財団法人　北海道新聞社会福祉振興基金 札幌市中央区大通西３－６

60 公益財団法人　北海道演劇財団 札幌市中央区南11条西1-3-17 ファミール中島公園内

61 公益社団法人　北海道家畜畜産物衛生指導協会 札幌市中央区北３条西７丁目１　北海道水産ビル４階

62 公益財団法人　北海道地域活動振興協会 札幌市中央区北３条西７丁目　北海道庁別館西棟３階

63 公益財団法人　北海道スポーツ協会 札幌市豊平区豊平5条11-1-1　北海道立総合体育センター内

64 公益社団法人　札幌市シルバー人材センター 札幌市白石区本通16丁目南4-26

65 公益社団法人　北海道勤労者医療協会 札幌市白石区菊水３条３－５

66 公益財団法人　北海道消防協会 札幌市中央区北５条西６

67 公益財団法人　北海道環境財団 札幌市中央区北４条西４丁目１伊藤･加藤ビル４階

68 公益財団法人　道銀文化財団 札幌市中央区大通西4-1

69 公益財団法人　北海道暴力追放センター 札幌市中央区北３条西７丁目１番１　北海道庁緑苑ビル庁舎

70 公益社団法人　札幌市視覚障害者福祉協会 札幌市西区二十四軒２条６－１－１　札幌市身体障害者福祉センター

71 公益社団法人　札幌南法人会 札幌市中央区北１条西２丁目北海道経済センター9階

72 公益社団法人　札幌西法人会 札幌市中央区北4条西3丁目1番地

73 公益財団法人　杉野目記念会 札幌市北区北８条西７丁目北海道大学クラーク会館内

74 公益財団法人　北海道スキー連盟 札幌市豊平区豊平４条５丁目１－１８

75 公益財団法人　北海道移植医療推進財団 札幌市中央区南１条西１６丁目１番２４６号

76 公益財団法人　札幌市生涯学習振興財団 札幌市西区宮の沢1条1-1-10　札幌市生涯学習総合センター内

77 公益財団法人　さっぽろ青少年女性活動協会 札幌市西区宮の沢1条1-1-10　札幌市青少年センター内

78 公益財団法人　簾舞霊丘公園 札幌市西区琴似３条６丁目１－２８

79 公益社団法人　札幌市身体障害者福祉協会 札幌市西区二十四軒２条６　札幌市身体障害者福祉センター内

80 公益社団法人　北海道獣医師会 札幌市西区二十四軒３条７丁目２－３９

81 公益財団法人　北海道学校給食会 札幌市西区八軒９条西11-1-55

82 公益財団法人　北海道生活衛生営業指導センター 札幌市中央区大通西１６丁目３－１２　錦興産大通ビル３０２号室

83 公益社団法人　札幌市母子寡婦福祉連合会 札幌市中央区大通西１９札幌市社会福祉総合センター内

84 公益財団法人　北洋銀行中小企業新技術研究助成基金 札幌市中央区大通西３丁目７番地

85 公益財団法人　北海道銀行中小企業人材育成基金 札幌市中央区大通西4-1　道銀ビル

86 公益財団法人　北海道学校保健会 札幌市中央区大通西6-6

87 公益社団法人　北海道食品衛生協会 札幌市中央区南１条西１０－４－１４３第２タイムビル８階

88 公益社団法人　札幌市子ども会育成連合会 札幌市中央区南1条東2丁目6番地　大通バスセンタービル2号館2階

89 公益財団法人　萬田記念財団 札幌市中央区南２条西１丁目１番地

90 公益社団法人　心の里親会・奨学会 札幌市中央区南２条西２－１３札専会館

91 公益社団法人　札幌公共嘱託登記土地家屋調査士協会 札幌市中央区南４条西６－８晴ればれビル内

92 公益社団法人　北海道トラック協会 札幌市中央区南９条西１－１－１０

93 公益財団法人　札幌法律援護基金 札幌市中央区北１条西１０－１－７

94 公益社団法人　北海道マンション管理組合連合会 札幌市中央区北5条西6丁目１－１　北海道通信ビル３Ｆ

95 公益財団法人　札幌市中小企業共済センター 札幌市中央区北１条西２丁目２－２　経済センター

96 公益社団法人　札幌東法人会 札幌市厚別区厚別中央１条６丁目２－１５

97 公益社団法人　北海道不動産鑑定士協会 札幌市中央区北１条西３－３札幌東京海上日動ビル１階

98 公益社団法人　北海道私学振興基金協会 札幌市中央区北１条西６－３

99 公益財団法人　北海道高等学校奨学会 札幌市中央区北1条西6-3-1　日本私立学校振興・共済事業団北海道会館
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100 公益社団法人　北海道私立専修学校各種学校連合会 札幌市中央区北1条西6丁目3番1号　日本私立学校振興・共済事業団北海道会館内

101 公益社団法人　北海道私立幼稚園協会 札幌市中央区北1条西6丁目3番1号　日本私立学校振興・共済事業団北海道会館内　

102 公益財団法人　札幌市公園緑化協会 札幌市中央区北1条東1-6-16　ニューワンビル4F

103 公益財団法人　札幌スキー連盟 札幌市中央区北2条西3-1

104 公益財団法人　北海道生涯学習協会 札幌市中央区北2条西7-1

105 公益財団法人　北海道障がい者スポーツ協会 札幌市中央区北２条西７－１　道民活動センタービル内

106 公益財団法人　北海道民生委員児童委員連盟 札幌市中央区北２条西７－１道民活動センター

107 公益社団法人　北海道家庭生活総合カウンセリングセンター 札幌市中央区北２条西７丁目１

108 公益財団法人　北海道肢体不自由児者福祉連合協会 札幌市中央区北２条西７道民活動センタービル

109 公益社団法人　北海道ろうあ連盟 札幌市中央区北２条西７道立道民活動センター

110 公益社団法人　北海道観光振興機構 札幌市中央区北3条西7丁目1-1　緑苑ビル1階

111 公益財団法人　北海道漁村振興協会 札幌市中央区北3条西7丁目1番地　北海道水産ビル８階

112 公益社団法人　北海道栽培漁業振興公社 札幌市中央区北3条西7丁目1番地

113 公益社団法人　北海道さけ・ます増殖事業協会 札幌市中央区北3条西7丁目1番地

114 公益社団法人　北海道酪農検定検査協会 札幌市中央区北４条西１－１共済ビル

115 公益社団法人　北海道農産基金協会 札幌市中央区北４条西１－１共済ビル

116 公益社団法人　北海道畜産物価格安定基金協会 札幌市中央区北４条西１－１共済ビル内

117 公益財団法人　ツール・ド・北海道協会 札幌市中央区北５条西六丁目１番地２３

118 公益財団法人　北海道地域医療振興財団 札幌市中央区北4条西6丁目　　毎日会館8F

119 公益財団法人　北海道青少年育成協会 札幌市中央区北５条西６丁目１－２３

120 公益社団法人　北海道産業資源循環協会 札幌市中央区北５条西６丁目１－２３　第２道通ビル

121 公益財団法人　聖山会 札幌市南区藤野９０１番地

122 公益社団法人　北海道看護協会 札幌市白石区本通17丁目北3-24

123 公益財団法人　北海道サッカー協会 札幌市豊平区水車町5－5－41

124 公益社団法人　北海道社会福祉士会 札幌市中央区北2条西7丁目1番地　かでる2.7　4階

125 公益社団法人　札幌北法人会 札幌市北区北２４条西4丁目3番12号第２６桂和ビル５階

126 公益社団法人　北海道労働基準協会連合会 札幌市北区北７条西２－６

127 公益財団法人　札幌市芸術文化財団 札幌市南区芸術の森２丁目75番地

128 公益財団法人　アイヌ文化振興・研究推進機構 札幌市中央区北１条西７丁目

129 公益社団法人　北方領土復帰期成同盟 札幌市中央区北１条西３丁目３番地

130 公益社団法人　千島歯舞諸島居住者連盟 札幌市中央区北４条西３丁目１番地

131 公益財団法人　北海道労働保健管理協会 札幌市白石区本郷通３丁目南２－１３

132 公益社団法人　ふる里公苑 札幌市中央区南１条西10-6

133 公益社団法人　北海道アイヌ協会 札幌市中央区北２条西７丁目１

134 公益財団法人　北海道新聞野生生物基金 札幌市中央区大通西3-6

135 公益社団法人　北海道歯科技工士会 札幌市北区北３７条西４丁目３番８号

136 公益社団法人　北海道私学退職金社団 札幌市中央区北1条西6丁目3番地1号　日本私立学校振興・共済事業団北海道会館内

137 公益財団法人　札幌市学校給食会 札幌市中央区北２条西2-15　ＳＴＶ北2条ビル

138 公益財団法人　札幌彰徳会 札幌市中央区大通東2-15-1　フジミツビル2Ｆ

139 公益財団法人　北海道ＹＭＣＡ 札幌市中央区南11条西11－2-5

140 公益社団法人　札幌消費者協会 札幌市北区北八条西三丁目２８番地（札幌消費者センター内）

141 公益財団法人　つくし奨学・研究基金 札幌市清田区真栄３６６番地の３２

142 公益財団法人　北海道信用金庫奨学財団 札幌市中央区南2条3丁目15番地の1

143 公益財団法人　小野寺パラスポーツ振興会 札幌市中央区南３条西14丁目１－１

144 公益財団法人　ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号　新宿アイランドタワー

145 公益財団法人　メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン 東京都千代田区九段南3丁目2-4　アシスト麹町ビル４F

146 公益財団法人　大谷喜一記念財団 札幌市白石区東札幌五条二丁目４－３０
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　（５）　学校法人（所得税法施行令第２１７条第１項第４号）

対象法人又は団体の名称 住　　　　　　　　　　所

1 (学)桑園学園 札幌市中央区北５条西13丁目１番地

2 (学)札幌光星学園 札幌市東区北13条東９丁目１番１号

3 (学)札幌北斗学園 札幌市東区北15条東２丁目

4 (学)創造の森学園 札幌市南区北ノ沢1963

5 (学)盤溪学園 札幌市中央区盤渓415番地13

6 (学)北海道インターナショナルスクール 札幌市豊平区平岸５条19丁目１－55

7 (学)札幌静修学園 札幌市中央区南16条西6丁目2番1号

8 (学)東海大学 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目10-2

9 (学)東日本学園 当別町金沢1757番地

10 (学)幌北学園 札幌市北区新琴似１２条１０丁目３番１７号

11 (学)札幌慈恵学園 札幌市南区澄川５条７丁目１番１号

12 (学)希望学園 札幌市豊平区月寒西１条９丁目10－15

13 (学)北邦学園 札幌市中央区南3条西1丁目1南3西1ビル4F

14 (学)西岡学園 札幌市西区山の手2条8丁目5番12号

15 (学)キリスト教北光学園 札幌市厚別区青葉町7丁目1番32号

16 (学)景盛学園 札幌市西区宮の沢490-11

17 (学)田中学園 札幌市豊平区西岡１条７丁目２番１号

18 (学)聖公会北海道学園 札幌市北区北１５条西５丁目１－１２

19 (学)美専学園 札幌市北区北２４条西８丁目１－１２

20 (学)和学園 札幌市豊平区福住２条６丁目６－１２

21 (学)小野寺学園 札幌市西区山の手３条２丁目５－５

22 (学)宮島学園 札幌市北区北１５条西４丁目１－７

23 (学)琴似キリスト教学園 札幌市西区八軒２条西１丁目３－１

24 (学)北海道キリスト教学園 札幌市北区北７条西６丁目

25 (学)創成学園 札幌市北区北２９条西２丁目１－１

26 (学)北海道カトリック学園 札幌市中央区北１条東６丁目１０

27 (学)常松学園 札幌市東区中沼西５条１丁目８番７号

28 (学)桑園幼稚園 札幌市中央区北７条西１３丁目２
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　（６）社会福祉法人（所得税法施行令第２１７条第１項第５号）

対象法人又は団体の名称 住　　　　　　　　　　所

1 (社福)ノテ福祉会 札幌市清田区真栄434番地6

2 (社福)水の会 札幌市中央区南３条西１丁目１番１号

3 (社福)北海道共同募金会 札幌市中央区北2条西7丁目1番地１

4 (社福)北海道社会事業協会 札幌市中央区北4条西6丁目1番地1

5 (社福)北海道社会福祉協議会 札幌市中央区北2条西7丁目1番地

6 (社福)北海道母子寡婦福祉連合会 札幌市中央区北1条東8丁目1番地

7 (社福)北海道社会福祉事業団 札幌市中央区大通西5丁目11番地

8 (社福)ろうふく会 札幌市中央区大通東4丁目5番1号

9 (社福)渓仁会 札幌市中央区北３条西２８丁目２番１号サンビル５Ｆ

10 (社福)聖公会北海道福祉会 札幌市北区北15条西5丁目1番12号

11 (社福)札幌恵友会 札幌市北区新川715番地2

12 (社福)札親会 札幌市北区新琴似1条12丁目121-9

13 (社福)札幌協働福祉会 札幌市北区あいの里１条６丁目1-2

14 (社福)愛和福祉会 札幌市北区北8条西3丁目32番地 8・3プラザ3階

15 (社福)札幌厚生会 札幌市白石区川北2272-9

16 (社福)陽光福祉会 札幌市豊平区月寒東4条9丁目1-11

17 (社福)慈光園 札幌市豊平区月寒東2条11丁目14-21

18 (社福)愛全会 札幌市南区川沿13条3丁目5-1

19 (社福)豊寿会 札幌市南区南沢1844-35

20 (社福)札幌育成園 札幌市西区山の手444番地

21 (社福)札幌緑花会 札幌市西区山の手3条12丁目3番12号

22 (社福)手稲ロータス会 札幌市手稲区稲穂5条2丁目6-5

23 (社福)明日佳 札幌市手稲区曙11条1丁目7番1号

24 (社福)楡の会 札幌市厚別区厚別町下野幌49番地

25 (社福)愛敬園 札幌市西区西町南13丁目３番１号

26 (社福)青十字サマリヤ会 札幌市南区藤野４条３丁目５番18号

27 (社福)青葉学園 札幌市東区北18条東６丁目１番30号

28 (社福)明日萌 札幌市厚別区厚別東3条1丁目2番8号

29 (社福)厚別共栄福祉会 札幌市厚別区厚別南１丁目11番１号

30 (社福)あむ 札幌市中央区南９条西13丁目１番40号

31 (社福)アンビシャス 札幌市手稲区西宮の沢６条２丁目５番12号

32 (社福)イケソー福祉会 札幌市東区北27条東６丁目１番18号

33 (社福)いずみ福祉会 札幌市東区北37条東14丁目１番25号

34 (社福)ＨＯＰ 札幌市西区二十四軒４条６丁目３番２号

35 (社福)栄和会 札幌市厚別区厚別南５丁目１－１０

36 (社福)エムアール会 札幌市北区篠路２条９丁目１番80号

37 (社福)大石福祉会 札幌市東区北７条東18丁目１番８号

38 (社福)大友恵愛会 札幌市東区北17条東５丁目２番５号

39 (社福)大藤福祉会 札幌市北区屯田８条７丁目１番１号

40 (社福)丘珠さつき福祉会 札幌市東区丘珠町293番地

41 (社福)鶴翔福祉会 札幌市白石区川下2128番地２

42 (社福)風の子会 札幌市北区百合が原４丁目８番31号

43 (社福)寛聖会 札幌市白石区菊水元町８条２丁目７番15号

44 (社福)義弘会 札幌市豊平区月寒東１条19丁目１番16号

45 (社福)共愛福祉会 札幌市東区北23条東14丁目１番５号

46 (社福)共友会 札幌市西区西町北15丁目５番７号

47 (社福)協立いつくしみの会 札幌市厚別区中央５条６丁目５番20号

48 (社福)共和の会 札幌市南区南沢２条３丁目７番１号

49 (社福)清田福祉会 札幌市清田区平岡１条２丁目11番30号

50 (社福)草の実会 札幌市豊平区平岸４条17丁目６番６号

51 (社福)桂和会 札幌市豊平区平岸８条12丁目３番20号

52 (社福)光華園 札幌市南区定山渓温泉東３丁目256番地１

53 (社福)光華福祉会 札幌市南区南30条西８丁目８番５号

54 (社福)高翔福祉会 札幌市北区篠路３条４丁目４番40号

55 (社福)厚仁会 札幌市清田区北野７条４丁目８番25号

56 (社福)光星子どもの家福祉会 札幌市東区東苗穂12条１丁目１番50号

57 (社福)宏友会 札幌市西区宮の沢490番地
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58 (社福)公和会 札幌市白石区東札幌１条３丁目１番１号

59 (社福)幸友福祉会 札幌市東区北32条東13丁目１番26号

60 (社福)心の里親ホーム 札幌市東区北19条東６丁目１番５号

61 (社福)琴似あやめ福祉会 札幌市西区琴似２条２丁目６番25号

62 (社福)子どもの家福祉会 札幌市豊平区平岸４条９丁目４番９号

63 (社福)小野幌福祉会 札幌市厚別区厚別東２条３丁目１番10号

64 (社福)朔風 札幌市中央区南19条西８丁目607－７

65 (社福)さくら会 札幌市西区発寒17条３丁目４番30号

66 (社福)さくら協働福祉会 札幌市手稲区前田３条７丁目４番24号

67 (社福)札肢会 札幌市白石区平和通17丁目北１番12号

68 (社福)札幌愛裕会 札幌市清田区平岡６条２丁目３番５号

69 (社福)札幌愛隣舘 札幌市豊平区豊平４条３丁目３番27号

70 (社福)札幌あさひ会 札幌市豊平区旭町６丁目１番34号

71 (社福)札幌育児園 札幌市南区藤野６条２丁目427番地４

72 (社福)札幌石山福祉会 札幌市南区真駒内133番地110

73 (社福)札幌盈友福祉会 札幌市清田区清田５条２丁目29番１号

74 (社福)札幌からまつの会 札幌市中央区北３条東２丁目２番地

75 (社福)札幌晃学会 札幌市北区北20条西３丁目２番22号

76 (社福)札幌厚成福祉会 札幌市東区東苗穂５条３丁目３－４５

77 (社福)札幌弘徳苑 札幌市南区澄川２条１丁目３番１号

78 (社福)札幌光明園 札幌市白石区菊水８条３丁目３番18号

79 (社福)札幌光陽会 札幌市豊平区西岡５条12丁目18番７号

80 (社福)札幌この実会 札幌市西区西野969番地２

81 (社福)札幌こま草福祉会 札幌市厚別区厚別中央３条４丁目４番８号

82 (社福)札幌さより会 札幌市中央区南４条西15丁目１番35号

83 (社福)札幌三和福祉会 札幌市西区発寒７条９丁目４番47号

84 (社福)札幌慈啓会 札幌市中央区旭ヶ丘５丁目６番51号

85 (社福)札幌肢体不自由福祉会 札幌市中央区北８条西23丁目２番22号

86 (社福)札幌正栄会 札幌市白石区菊水１条３丁目３番46号

87 (社福)札幌清幸福祉会 札幌市西区西野７条８丁目14番５号

88 (社福)札幌全育会 札幌市南区真駒内緑町３丁目３番１号

89 (社福)札幌蒼生会 札幌市手稲区曙11条２丁目３番10号

90 (社福)札幌稲勝会 札幌市手稲区前田５条７丁目２番15号

91 (社福)彩世会 札幌市豊平区月寒東４条10丁目８番30号

92 (社福)札幌東川下福祉会 札幌市白石区川下３条５丁目３番28号

93 (社福)さっぽろひかり福祉会 札幌市東区北33条東14丁目５番１号

94 (社福)札幌福祉事業会 札幌市中央区伏見２丁目２番79号

95 (社福)札幌福祉会 札幌市清田区北野７条４丁目11番30号

96 (社福)札幌福隆会 札幌市豊平区福住２条９丁目３番８号

97 (社福)札幌保育園 札幌市豊平区豊平６条３丁目６番35号

98 (社福)札幌報恩会 札幌市厚別区厚別町上野幌822番地

99 (社福)札幌ポプラ会 札幌市東区北47条東７丁目２番13号

100 (社福)札幌緑の苑 札幌市中央区宮の森２条５丁目２番20号

101 (社福)札幌みどり福祉会 札幌市手稲区曙11条１丁目３番30号

102 (社福)札幌南福祉会 札幌市南区石山２条３丁目10番５号

103 (社福)札幌明啓院 札幌市東区東苗穂１条３丁目２番11号

104 (社福)札幌もいわ会 札幌市南区川沿５条４丁目２番５号

105 (社福)禎心会 札幌市東区北47条東17丁目1-1

106 (社福)札幌友愛福祉会 札幌市東区伏古４条４丁目２番９号

107 (社福)札幌ゆきまろげ福祉会 札幌市白石区本通14丁目南１番５号

108 (社福)札幌療育会 札幌市清田区真栄483番地４

109 (社福)札幌黎明福祉会 札幌市北区北18条西７丁目20番地

110 (社福)篠路福祉会 札幌市北区篠路２条９丁目１番１号

111 (社福)秀寿会 札幌市中央区北１条西３丁目３番地31

112 (社福)翔陽会 札幌市北区屯田９条３丁目３番30号

113 (社福)常誠会 札幌市東区北43条東16丁目２番８号

114 (社福)常徳会 札幌市北区新琴似４条９丁目１番１号

115 (社福)シルバニア 札幌市東区東苗穂町1089番地１

116 (社福)神愛園 札幌市手稲区手稲金山131番地4

117 (社福)新栄会 札幌市北区新川４条11丁目５番23号

118 (社福)新琴似子鳩園 札幌市北区新琴似11条15丁目１番38号
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119 (社福)新札幌福祉会 札幌市厚別区厚別中央２条４丁目11番１号

120 (社福)真成福祉会 札幌市北区屯田５条６丁目２－１６

121 (社福)新陽会 札幌市北区北32条西９丁目２番12号

122 (社福)清香園 札幌市北区新琴似１条３丁目３番６号

123 (社福)清光会 札幌市白石区栄通15丁目15番18号

124 (社福)星光福祉会 札幌市白石区東札幌２条６丁目10番22号

125 (社福)聖静学園 札幌市南区石山78番地53

126 (社福)太平福祉会 札幌市北区太平11条１丁目１番20号

127 (社福)太陽育生会 札幌市手稲区星置１条１丁目20番１号

128 (社福)高田福祉事業団 札幌市白石区栄通19丁目４番30号

129 (社福)つばめ福祉会 札幌市白石区川北２条１丁目８番16号

130 (社福)つくしの子 札幌市中央区北４条西14丁目１番地25

131 (社福)ともに福祉会 札幌市西区発寒14条14丁目２番33号

132 (社福)ナーサリー虹の会 札幌市北区新川西１条４丁目２番45号

133 (社福)西平和会 札幌市西区平和54番地３

134 (社福)NIKORI 札幌市西区二十四軒４条６丁目２番７号

135 (社福)にれ福祉会 札幌市豊平区月寒東３条16丁目２番36号

136 (社福)博栄会 札幌市白石区米里１条３丁目10番11号

137 (社福)はぐくみ会 札幌市北区北26条西３丁目２番20号

138 (社福)八軒明星福祉会 札幌市西区八軒４条西５丁目１番１号

139 (社福)発幸福祉会 札幌市西区発寒３条１丁目８番１号

140 (社福)発寒子どもの園 札幌市西区発寒９条11丁目１番20号

141 (社福)発寒保育会 札幌市西区発寒11条５丁目11番１号

142 (社福)華園福祉会 札幌市中央区南18条西11丁目１番２号

143 (社福)花山福祉会 札幌市清田区里塚緑ヶ丘３丁目８番１号

144 (社福)東苗穂福祉会 札幌市東区本町２条６丁目３番７号

145 (社福)光の園 札幌市西区発寒５条６丁目３番１号

146 (社福)光の森学園 札幌市中央区盤渓259番地の５

147 (社福)羊ケ丘養護園 札幌市豊平区月寒東１条17丁目４番33号

148 (社福)日の丸保育園 札幌市東区北40条東９丁目３番15号

149 (社福)響会 札幌市北区篠路町上篠路323番地３

150 (社福)福美会 札幌市白石区北郷２条３丁目６番１号

151 (社福)伏古福祉会 札幌市東区伏古７条３丁目１番33号

152 (社福)藤福祉会 札幌市西区西野７条２丁目１番45号

153 (社福)藤美福祉会 札幌市白石区菊水元町５条２丁目６番18号

154 (社福)扶桑苑 札幌市北区篠路２条９丁目１番15号

155 (社福)ふろんてぃあ 札幌市中央区大通西18丁目２番12号 大通ＭＮビル２Ｆエステート札幌内

156 (社福)蜂友会 札幌市中央区南12条西８丁目３番16号

157 (社福)豊友福祉会 札幌市北区篠路９条１丁目６番７号

158 (社福)北栄福祉会 札幌市東区北35条東５丁目792番地22

159 (社福)法和福祉会 札幌市厚別区厚別西４条４丁目10番10号

160 (社福)北翔会 札幌市白石区川下2254番地１

161 (社福)北都福祉会 札幌市白石区北郷４条11丁目20番７号

162 (社福)ほくろう福祉協会 札幌市厚別区青葉町15丁目18番１号

163 (社福)北海道いのちの電話 札幌市中央区北１条東１丁目３番地

164 (社福)北海道クリスチャンセンター福祉会 札幌市北区北７条西６丁目２番地33

165 (社福)北海道助産婦福祉会 札幌市中央区南７条西18丁目３番29号

166 (社福)北海道ハピニス 札幌市南区石山933番地３

167 (社福)前田記念福祉会 札幌市南区北の沢1819番９

168 (社福)万葉閣 札幌市豊平区月寒東４条17丁目１番15号

169 (社福)みき福祉会 札幌市白石区平和通17丁目北１番10号

170 (社福)みどりのくに 札幌市南区真駒内南町１丁目７番４号

171 (社福)みなみ会 札幌市豊平区中の島２条２丁目２－26ハウスオブリザ中の島Ⅱ

172 (社福)美松善隣会 札幌市白石区本通16丁目北４番30号

173 (社福)敬生会 札幌市南区川沿１条１丁目3-82

174 (社福)宮の沢福祉会 札幌市西区小別沢97

175 (社福)麦の子会 札幌市東区北36条東８丁目１番30号

176 (社福)睦会 札幌市中央区南12条西16丁目１番５号

177 (社福)芽生 札幌市手稲区曙６条３丁目８番１号

178 (社福)もいわ福祉会 札幌市南区川沿６条３丁目１番14号
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179 (社福)モニカ 札幌市白石区本通10丁目南10番11号

180 (社福)桃の花メイト会 札幌市西区宮の沢３条３丁目９番３号

181 (社福)大和まほろば福祉会 札幌市北区あいの里３条７丁目２－６

182 (社福)勇志会 札幌市北区北36条西２丁目１番３号

183 (社福)悠生会 札幌市北区あいの里３条８丁目14番１号

184 (社福)百合の会 札幌市北区百合が原11丁目185番地13

185 (社福)吉田学園福祉会 札幌市中央区南３条西１丁目15番地

186 (社福)緑誠会 札幌市手稲区西宮の沢４条３丁目３番45号

187 (社福)緑友会 札幌市南区常磐５条２丁目97番18号

188 (社福)陽徳会 札幌市手稲区手稲山口511番地１

189 (社福)札幌市社会福祉協議会 札幌市中央区大通西19丁目

190 (社福)札幌市厚別区社会福祉協議会 札幌市厚別区厚別中央１条５丁目

191 (社福)札幌市北区社会福祉協議会 札幌市北区北24条西６丁目

192 (社福)札幌市清田区社会福祉協議会 札幌市清田区平岡１条１丁目２番１号

193 (社福)札幌市白石区社会福祉協議会 札幌市白石区本郷通３丁目北３－１

194 (社福)札幌市中央区社会福祉協議会 札幌市中央区大通西２丁目９　中央区役所仮庁舎

195 (社福)札幌市手稲区社会福祉協議会 札幌市手稲区前田１条11丁目

196 (社福)札幌市豊平区社会福祉協議会 札幌市豊平区平岸６条10丁目

197 (社福)札幌市西区社会福祉協議会 札幌市西区琴似２条７丁目

198 (社福)札幌市東区社会福祉協議会 札幌市東区北11条東７丁目

199 (社福)札幌市南区社会福祉協議会 札幌市南区真駒内幸町２丁目

200 (社福)豊生会 札幌市東区東雁来12条4丁目1番15号

201 (社福)勤医協福祉会 札幌市白石区菊水4条1丁目9-1 第2菊水ビル

202 (社福)ふれ愛事業協会 札幌市北区新琴似2条6丁目2番34号

203 (社福)田中学園福祉会 札幌市手稲区明日風2丁目17番45号

204 (社福)三草会 札幌市東区本町2条5丁目7-10 竹田ビル1F　

205 (社福)栗山ゆりの会 夕張郡栗山町字大井分108-6

206 (社福)小樽高島福祉会 小樽市手宮１丁目5-30

207 (社福)清恵会 大分県別府市大字鶴見字前田1725番地

208 (社福)わらしべ会 札幌市東区本町2条6丁目4-1

209 (社福)藻岩この実会 札幌市南区北ノ沢1904番地2

210 (社福)杜の会 札幌市西区平和420番地

211 (社福)すずらん福祉会 札幌市豊平区平岸2条13丁目3番14号

212 (社福)緑伸会 札幌市中央区大通西10丁目4番地　ダンロップSKビル

213 (社福)ろく舎 札幌市中央区南1条西10丁目4番地

214 (社福)企救樹 札幌市手稲区手稲本町2条3丁目3番5号

215 (社福)キッズランド・リラ 札幌市中央区北2条西2丁目34フ-ジャ-ズ札幌ビル4階スズカパ-トナ-グル-プ内

216 (社福)元氣会 札幌市西区発寒13条4丁目13番56号

217 (社福)みらい 札幌市南区常盤２条２丁目８－１２

218 (社福)桜秀会 札幌市北区北４０条西４丁目２－７　札幌Ｎ４０ビル６階

219 (社福)浄照会 札幌市白石区中央３条５丁目２－３７

220 (社福)未来への架け橋 札幌市北区篠路６条４丁目２－３６

　（７）　更生保護法人（所得税法施行令第２１７条第１項第６号）

対象法人又は団体の名称 住　　　　　　　　　　所

1 更生保護法人北海道地方更生保護協会 札幌市中央区大通西12丁目　北海道地方更生保護委員会内

2 更生保護法人札幌更生保護協会 札幌市中央区大通西12丁目　札幌保護観察所内

3 更生保護法人札幌大化院 札幌市中央区南１条西17丁目１－13

4 更生保護法人大谷染香苑 札幌市東区苗穂町２丁目２－５
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３　認定ＮＰＯ法人（租税特別措置法第４１条の１８の２）

対象法人又は団体の名称 住　　　　　　　　　　所

1 特定非営利活動法人カルチャーナイト北海道 札幌市中央区北4条西7丁目5番地　緑苑第2ビル707号室

2 特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道 札幌市中央区北4条西12丁目1番55

3 特定非営利活動法人チャイルドラインほっかいどう 札幌市中央区南1条西11丁目1番　みたか南一ビル

4 特定非営利活動法人ランナーズサポート北海道 札幌市中央区大通西3丁目6番地

5 特定非営利活動法人カラカネイトトンボを守る会あいあい自然ネットワーク 札幌市北区あいの里3条7丁目15番10号

6 特定非営利活動法人ふまねっと 札幌市白石区栄通19丁目2-7

7 特定非営利活動法人北海道自由が丘学園・ともに人間教育をすすめる会 札幌市豊平区月寒東1条15丁目5-11　自由が丘月寒センター

8 特定非営利活動法人シーズネット 札幌市北区北10条西4丁目1番地　SCビル2F

9 特定非営利活動法人サッポロQMS 札幌市白石区東札幌2条5丁目1-25　リサーチビル内

10 特定非営利活動法人葬送を考える市民の会 札幌市中央区南２条西１丁目１－２　21きのしたビル９階

11 認定特定非営利活動法人北海道バーバリアンズラグビーアンドスポーツクラブ 札幌市中央区北10条西24丁目3番地　AKKビル1階

12 特定非営利活動法人北海道NPOファンド 札幌市中央区南8条西2丁目5番74　市民活動プラザ星園201号室

13 特定非営利活動法人ポロクル 札幌市中央区北１条西１丁目６番地

14 特定非営利活動法人Kacotam 札幌市中央区北５条西17丁目４-８ノースファインＮ５　701号室

15 特定非営利活動法人働く人びとのいのちと健康をまもる北海道センター 札幌市白石区菊水３条３丁目２番40号

16 特定非営利活動法人北海道シマフクロウの会 札幌市中央区大通西３丁目１１

17 特定非営利活動法人ほっかいどう学推進フォーラム 札幌市北区北１１条西２丁目２番１７号　セントラル札幌北ビル４階　一般社団法人北海道開発技術センター内

４　指定NPO法人（札幌市控除対象特定非営利活動法人等を定める条例）

対象法人又は団体の名称 住　　　　　　　　　　所

1 特定非営利活動法人シーズネット 札幌市北区北10条西4丁目1番地　SCビル2F

2 特定非営利活動法人働く人びとのいのちと健康をまもる北海道センター 札幌市白石区菊水３条３丁目２番40号
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