
寄附金税額控除の対象となる法人一覧 

独立行政法人等 
主たる事業所 市内施設等 

名称 所在地 名称 所在地 

高齢・障害・求職者雇用支援機構  
〒261-0013  

千葉県千葉市美浜区若葉 3 丁目 1 番 2 号 

中国職業能力開発大学校附属

福山職業能力開発短期大学校 

〒720-0074  

福山市北本庄 4-8-48 

国立病院機構 
〒152-8621  

東京都目⿊区東が丘２丁目 5-21 
福山医療センター 

〒720-8520  

福山市沖野上町 4-14-17 

自動車技術総合機構 
〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町４番

４１号 住友生命四谷ビル 4 階 
福山事務所 

〒729-0115  

福山市南今津町 44 番地 

日本赤十字社 
〒105-0071 

東京都港区芝大門 1-1-3 

広島県赤十字血液センター 

福山出張所 

〒721-0942 

福山市引野町 2-23-26 

農業・食品産業技術総合研究機構  〒305-8617  

茨城県つくば市観音台 3-1-1 
⻄ 日 本 農 業 研 修 セ ン タ ー 本 所 

〒721-8514 

福山市⻄深津町 6-12-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



寄附金税額控除の対象となる法人一覧 

学校法人 
主たる事業所 市内施設等 

法人名 法人所在地 学校名称 学校所在地 

盈進学園 
〒720-8504 

福山市千田町千田 487-4 

盈進高等学校 〒720-8504 福山市千田町千田 487-4 

盈進中学校 〒720-8504 福山市千田町千田 487-4 

銀河学院 
〒721-0921 

福山市大門町大門 119-8 

銀河学院高等学校 〒721-0921 福山市大門町大門 119-8 

銀河学院中学校 〒721-0921 福山市大門町大門 119-8 

ぎんがの郷小学校 〒721-0921 福山市大門町大門 119-8 

近畿大学 
〒577-8502  

大阪府東大阪市小若江 3-4-1 
近畿大学附属広島高等学校・中学校 福山校 

〒720-0835 

福山市佐波町 389 

誠信学園 
〒720-0822 

広島県福山市川口町 4-21-7 
誠信幼稚園 

〒720-0822 

広島県福山市川口町 4-21-7 

のぞみ学園 
〒720-0834 

広島県福山市明王台 1-2-7 

明王台シャローム幼稚園 〒721-0834 福山市明王台 1-2-7 

向丘幼稚園 〒721-8502 福山市水呑町佐須良 2915-1 

天使幼稚園 〒721-8502 福山市草⼾町 2-21-12 

広島加計学園 
〒721-8502 

福山市引野町日和 980-1 

英数学館高等学校 〒721-8502 福山市引野町日和 980-1 

英数学館中学校 〒721-8502 福山市引野町日和 980-1 

英数学館小学校 〒721-8502 福山市引野町日和 980-1 

広島信望愛学園 
〒730-0016 

広島市中区幟町 4-42 
聖園幼稚園 

〒720-0808 

福山市昭和町 7-26 

福山暁の星学院 
〒721-8545 

福山市⻄深津町 3-4-1 

福山暁の星女子高等学校 〒721-8545 福山市⻄深津町 3-4-1 

福山暁の星女子中学校 〒721-8545 福山市⻄深津町 3-4-1 

福山暁の星小学校 〒721-8545 福山市⻄深津町 3-4-1 

福山暁の星幼稚園 〒721-8545 福山市⻄深津町 3-4-1 

福山大学 
〒729-0251 

福山市東村町字 985-1 

福山大学 〒729-0251 福山市東村町字 985-1 

福山平成大学 〒720-0001 福山市御幸町上岩成正⼾ 117-1 

穴吹学園 
〒720-0052 

福山市東町 2-3-6 

穴吹情報デザイン専門学校 

穴吹医療福祉専門学校 

穴吹動物専門学校 

 

〒720-0052 福山市東町 2-3-6 

穴吹ビューティ専門学校 〒720-0801 福山市入船町 2-2-3 

穴吹調理製菓専門学校 〒720-0052 福山市東町 2-2-24 

 
 
 
 
 
 
 
 



寄附金税額控除の対象となる法人一覧 

社会福祉法人 
主たる事業所 市内施設等 

法人名 法人所在地 施設名称 施設所在地 

愛育会 
〒721-0941 

福山市引野町北 2-15-19 
ももやま保育園 

〒721-0941 

福山市引野町北 2-15-19 

愛恵会 
〒720-0837 

福山市瀬⼾町地頭分 2504-2 
福山乳児院 

〒720-0837 

福山市瀬⼾町地頭分 2504-2 

あかつき会 

〒721-0966 

福山市手城町 2-4-20 

あんず保育園 〒721-0966 福山市手城町 2-4-20 

千代保育園 〒720-0806 福山市南町 14-11 

紅葉保育所 〒720-0077 福山市南本庄町 1-7-7 

飛鳥 
〒720-1264 

福山市芦田町福田 189-1 

居宅介護支援事業所飛鳥苑 〒720-1264 福山市芦田町福田 189-1 

デイサービスセンター飛鳥苑 〒720-1264 福山市芦田町福田 189-1 

ヘルパーステーション飛鳥苑 〒720-1264 福山市芦田町福田 189-1 

あゆみ会 
〒721-0911 

福山市⻘葉台 1-7-3 

福山乳児保育園 〒721-0911 福山市⻘葉台 1-7-3 

水呑保育所 〒720-0832 福山市水呑町 4664-2 

アンダンテ 
〒721-0945 

福山市引野町南 1-6-11 

ジョイ・ジョイ・ワーク引野 〒721-0945 福山市引野町南 1-6-11 

ジョイ・ジョイ・ワークかりん 〒721-0952 福山市曙町 3-14-25 

ジョイ・ジョイ・ワーク南手城 〒721-0963 福山市南手城町 3-11-23 

育正福祉会 
〒721-0926                                                       

福山市大門町 3-10-11 
大津野保育所 

〒721-0926 

福山市大門町 3-10-11 

いずみ会 
〒721-0955 

福山市新涯町 1-15-35 

東深津保育所 〒721-0974 福山市東深津町 6-7-3 

ひよこ保育園 〒721-0955 福山市新涯町 1-15-35 

和泉福祉会 
〒721-0926 

福山市大門町 4-24-24 

ののはま保育園 〒721-0926 福山市大門町 4-24-24 

深津保育所 〒721-0975 福山市⻄深津町 2-8-1 

一れつ会 
〒720-2419 

福山市加茂町上加茂 811 

いずみ 〒720-0092 福山市山手町七丁目 14-54 

ほっと 〒720-2419 福山市加茂町上加茂 811 

⻘葉 〒721-0911 福山市⻘葉台 1-20-1 

いこいの家 〒720-2419 福山市加茂町上加茂 816-1                  

ウイズ 〒720-2419 福山市加茂町上加茂 805-1 

春日寮 〒721-0911 福山市⻘葉台 1-20-1 

しんふぉにい 〒720-0031 福山市三吉町 5-1-45 

せんだんの家 〒720-2419 福山市加茂町上加茂 811 

ほほえみ 〒720-2419 福山市加茂町上加茂 805-1 

内海福祉会 
〒722-2632 

福山市内海町ロ 2825-3 

特別養護老人ホームむつみ苑 〒722-2632 福山市内海町ロ 2825-3 

内海福祉会居宅介護支援事業所 〒722-2632 福山市内海町ロ 2358-1 

むつみ苑短期入所生活介護事業所 〒722-2632 福山市内海町ロ 2825-3 

むつみ苑ヘルパーステーション 〒722-2632 福山市内海町ロ 2358-1 

内海福祉会通所介護事業所 〒722-2632 福山市内海町ロ 2827 

むつみ苑デイサービスセンター 〒722-2632 福山市内海町ロ 2358-1 



寄附金税額控除の対象となる法人一覧 

社会福祉法人 
主たる事業所 市内施設等 

法人名 法人所在地 施設名称 施設所在地 

浦崎会 
〒720-0836 

福山市瀬⼾町⻑和 1194-3 

瀬⼾寮ショートステイ 〒720-0836 福山市瀬⼾町⻑和字梶ヶ谷 1194-3 

特別養護老人ホーム瀬⼾寮 〒720-0836 福山市瀬⼾町⻑和字梶ヶ谷 1194-3 

英寿会 
〒720-0044 

福山市笠岡町 1-25 
ケアハウスハーモニー 

〒729-0044 

福山市笠岡町 1-25 

桜樹会 
〒720-2413 

福山市駅家町大字法成寺 108-1 

ショートステイすず 〒720-2413 福山市駅家町大字法成寺 108-1 

地域密着型介護老人福祉施設すず 〒720-2413 福山市駅家町大字法成寺 108-1 

大滝会 
〒729-3104 

福山市新市町宮内 1316-1 
コーポしんいち 

〒729-3104 

福山市新市町宮内 1316-1 

鏡福祉会 
〒720-2413 

福山市駅家町法成寺 51-1 

あおば保育園 〒720-1131 福山市駅家町万能倉 463-1 

駅家東保育所 〒720-1131 福山市駅家町万能倉 463-1 

わかば保育園 〒720-2413 福山市駅家町法成寺 51-1 

鐘の鳴る丘 
〒729-3107 

福山市新市町常 1064-4 
指定障害福祉サービス事業所どんぐり  

〒729-3107 

福山市新市町常 1064-4 

加茂福祉会 
〒720-2418 

福山市加茂町中野 2-9-1 
なかよし保育園 

〒720-2418 

福山市加茂町中野 2-9-1 

共働福祉会 
〒720-0083 

福山市久松台 3-1-39 

福山共働センター 〒720-0001 福山市御幸町大字上岩成字稲月 731  

サニーぷれいす 〒720-0083 福山市久松台 3-1-39 

久松共働センター 〒720-0083 福山市久松台 3-1-39 

清滝社福祉会 
〒720-2116 

福山市神辺町平野 785-24 
ひらの保育園 

〒720-2116 

福山市神辺町平野 785-24 

くちなしのせとの会 
〒720-0312 

福山市沼隈町能登原 648-2 
能登原保育所 

〒720-0312 

福山市沼隈町能登原 648-2 

啓喜会 

 

〒720-0411 

福山市熊野町乙甲 1630 

 

桜ショートステイホーム 〒729-0112 福山市神村町 5234-3 

地域密着型特別養護老人ホーム桜 〒729-0112 福山市神村町 5234-3 

地域密着型特別養護老人ホーム悠芳苑  〒720-0411 福山市熊野町乙甲 1630 

特別養護老人ホーム悠芳苑 〒720-0411 福山市熊野町乙甲 1630 

福山市地域包括支援センター赤坂 〒720-0843 福山市赤坂町赤坂 1282-4 

悠芳苑居宅介護支援事業所 〒720-0411 福山市熊野町乙甲 1630 

悠芳苑ショートステイホーム 〒720-0411 福山市熊野町乙甲 1630 

悠芳苑デイサービスセンター 〒720-0411 福山市熊野町乙甲 1630 

悠芳苑訪問介護事業所 〒720-0411 福山市熊野町乙甲 1630 

惠泉福祉会 
〒722-0018 

尾道市平原 3-1-15 

絆の家 〒721-0955 福山市新涯町 2-2-21      

ステップアップ絆 福山校 〒722-0022 福山市東桜町 1-41  MC ビル 3F  

 
 

 



寄附金税額控除の対象となる法人一覧 

社会福祉法人 
主たる事業所 市内施設等 

法人名 法人所在地 施設名称 施設所在地 

健生会 
〒720-0312 

福山市沼隈町大字能登原 1436-1 

特別養護老人ホームあぶと健生苑 〒720-0312 福山市沼隈町能登原 1436-1 

あぶと健生苑居宅介護支援事業所 〒720-0312 福山市沼隈町能登原 1436-1 

あぶと健生苑短期入所生活介護事業所  〒720-0312 福山市沼隈町能登原 1436-1 

あぶと健生苑通所介護事業所 〒720-0312 福山市沼隈町能登原 1436-1 

幸栄福祉会 
〒720-0831 

福山市草⼾町 2-3-1 
草⼾保育所 

〒720-0831 

福山市草⼾町 2-3-1 

宏喜会 
〒721-0971 

福山市蔵王町大山 159-14 

特別養護老人ホーム幸楽園 〒721-0971 福山市蔵王町大山 159-14 

幸楽園居宅介護支援事業所 〒721-0971 福山市蔵王町大山 159-14 

幸楽園短期入所生活介護事業所 〒721-0971 福山市蔵王町大山 159-14 

高齢者生活福祉センター幸楽園 〒721-0971 福山市蔵王町大山 159-14 

サービス付き高齢者向け住宅峰の里幸楽園  〒721-0971 福山市蔵王町大山 159-14 

デイサービスホーム幸楽園 〒721-0971 福山市蔵王町大山 159-14 

ユニット型特別養護老人ホーム幸楽園  〒721-0971 福山市蔵王町大山 159-14 

紅輝会 
〒720-1522 

神石郡神石高原町小畠 1510-1 
サービス付き高齢者向け住宅ロイヤルケア川口  

〒720-0822 

福山市川口町 5-13-1 

幸樹会 
〒720-1142 

福山市御幸町中津原 850‐1 
地域密着型特別養護老人ホームオリーブハウス幸千 

〒720-0004 

広島県福山市御幸町中津原 850-1 

広徳会 
〒720-1142 

福山市駅家町上山守 450-128 
宜山ひかり保育園 

〒720-1142 

福山市駅家町上山守 450-128 

紅葉会 
〒721-0964 

福山市港町 2-12-1 

特別養護老人ホーム夢ハウス 〒721-0964 福山市港町 2-12-1 

ショートステイゆめハウス 〒721-0964 福山市港町 2-12-1 

幸陽会 
〒721-0907 

福山市春日町 2-7-33 
春日保育所 

〒721-0907 

福山市春日町 2-7-33 

⻩葉舎 
〒720-2123 

福山市神辺町川北 396-6 
いろは保育所 

〒720-2123 

福山市神辺町川北 396-6 

光耀福祉会 
〒720-2103 

福山市神辺町⻄中条 2181 
かやのみ保育園 

〒720-2103 

福山市神辺町⻄中条 2181 

小鳩会 
〒721-0972 

福山市日吉台 2-11-15 
たんぽぽ保育園 

〒721-0972 

福山市日吉台 2-11-15 

こぶしの村福祉会 
〒720-0805 

福山市御門町 2-3-19 

児童発達支援センター ひかり園 〒720-0831 福山市草⼾町 4-14-2 

児童発達支援センター草笛学園 〒720-2412 福山市加茂町下加茂 909 

草笛学園 〒720-2412 福山市加茂町下加茂 909 

あしび園 〒720-0824 福山市多治米町 4-16-1 

こぶしヶ丘学園 〒720-2412 福山市加茂町下加茂小明 899 

栄福祉会 〒721-0903 

福山市坪生町 4-10-29 

坪生保育所 〒721-0903 

福山市坪生町 4-10-29 



寄附金税額控除の対象となる法人一覧 

社会福祉法人 
主たる事業所 市内施設等 

法人名 法人所在地 施設名称 施設所在地 

さつき会 
〒720-0203 

福山市田尻町 984-2 
田尻保育園 

〒720-0203 

福山市田尻町 984-2 

サンフェニックス 
〒720-0837 

福山市瀬⼾町地頭分小立 2721 

養護老人ホーム光寿園 〒720-0837 福山市瀬⼾町地頭分 2722-1 

丘の上 〒721-0971 福山市蔵王町 3442-1 

居宅介護支援事業所サンフェニックス 〒720-0837 福山市瀬⼾町地頭分小立 2721 

グループホームサンフェニックス 〒720-0837 福山市瀬⼾町地頭分小立 2721 

高齢者生活福祉センターサンフェニックス  〒720-0837 福山市瀬⼾町地頭分小立 2721 

サンフェニックスホームサービス 〒720-0837 福山市瀬⼾町地頭分小立 2721 

ショートステイサンフェニックス 〒720-0837 福山市瀬⼾町地頭分小立 2721 

デイサービスセンター丘の上 〒721-0971 福山市蔵王町 3442-1 

デイサービスセンターサンフェニックス 〒720-0837 福山市瀬⼾町地頭分小立 2721 

特別養護老人ホームサンフェニックス 〒720-0837 福山市瀬⼾町地頭分小立 2721 

さんよう 
〒720-0831 

福山市草⼾町 5-8-24 

ケアプランセンターくさど 〒720-0831 福山市草⼾町 5-8-24 

ショートステイくさど 〒720-0831 福山市草⼾町 5-8-24 

デイサービスセンターくさど 〒720-0831 福山市草⼾町 5-8-24 

特別養護老人ホームくさど 〒720-0831 福山市草⼾町 5-8-24 

くさど 〒720-0831 福山市草⼾町 5-8-24 

紫雲会 
〒720-0402 

福山市沼隈町中山南 507 
白百合保育園 

〒720-0402 

福山市沼隈町中山南 503-2 

紫城会 
〒720-0083 

福山市久松台 3-21-3 
坂の上の久松邸 

〒720-0083 

福山市久松台 3-21-3 

慈光会 
〒720-0403 

福山市沼隈町下山南 1466-1 
童心園保育所 

〒720-0403 

福山市沼隈町下山南 1466-1 

純愛福祉会 
〒720-0051 

福山市桜馬場町 10‐32 
さくら保育園 

〒720-0051 

福山市桜馬場町 10-32 

潤耀会 
〒720-0017 

福山市千田町 2-5-10 

介護老人福祉施設アルカディアせんだ  〒720-0017 福山市千田町 2-5-10 

ショートステイアルカディアせんだ  〒720-0017 福山市千田町 2-5-10 

デイサービスアルカディアせんだ 〒720-0017 福山市千田町 2-5-10 

常新会 
〒721-0952 

福山市曙町 3-17-5 

居宅介護支援事業所喜望 〒720-0002 福山市御幸町下岩成 646-1 

ショートステイぬくもり 〒721-0955 福山市新涯町 6-11-21 

デイサービスセンターぬくもり 〒721-0955 福山市新涯町 6-11-21 

特別養護老人ホームぬくもり 〒721-0955 福山市新涯町 6-11-21 

グループホーム喜望 〒720-0002 福山市御幸町下岩成 646-1 

グループホームやすらぎ 〒721-0952 福山市曙町 3-17-5 

デイサービスセンター喜望 〒720-0002 福山市御幸町下岩成 646-1 

 



寄附金税額控除の対象となる法人一覧 

社会福祉法人 
主たる事業所 市内施設等 

法人名 法人所在地 施設名称 施設所在地 

正蔵会 
〒720-0543 

福山市藤江町 231-1 

特別養護老人ホーム藤江荘 〒720-0543 福山市藤江町 231-1 

デイサービスセンター藤江荘 〒720-0543 福山市藤江町 231-1 

藤江荘居宅介護支援事業所 〒720-0543 福山市藤江町 231-1 

藤江荘短期入所生活介護事業所 〒720-0543 福山市藤江町 231-1 

聖徳会 
〒720-0837 

福山市瀬⼾町地頭分 1724-1 
まつば保育所 

〒720-0837 

福山市瀬⼾町地頭分 1724-1 

松風会 
〒720-2419 

福山市加茂町字上加茂 33 

特別養護老人ホームサテライト松風園  〒720-2412 福山市加茂町字下加茂 448 

特別養護老人ホーム松風園 〒720-2419 福山市加茂町字上加茂 33 

居宅介護支援事業所まつかぜ 〒720-2419 福山市加茂町上加茂 224-1 

デイサービスサテライト松風園 〒720-2412 福山市加茂町字下加茂 448 

老人短期入所事業（松風園） 〒720-2419 福山市加茂町字上加茂 33 

老人デイサービスセンター松風園 〒720-2419 福山市加茂町字上加茂 33 

昌和福祉会 
〒720-0004 

福山市御幸町中津原後平 54-4 

千田⻄保育所 〒720-0004 福山市御幸町中津原後平 54-4 

千田保育所 〒720-0017 福山市千田町 3-16-2 

白梅会 
〒720-0004 

福山市御幸町中津原 1582-1 
御幸南保育所 

〒720-0004 

福山市御幸町中津原 1582-1 

白鷺 
〒720-0001 

福山市御幸町上岩成 845-1 

相談支援センタ-あんず 〒720-0001 福山市御幸町上岩成 845-1 

あんずの家 〒720-0001 福山市御幸町上岩成 845-1 

白鳩会 
〒729-3105 

広島県福山市新市町大字下安井 2284-1 
ひなぎくこども園 

〒729-3105 

福山市新市町大字下安井 2284-1 

新市福祉会 
〒729-3105 

福山市新市町下安井 3500 

居宅介護支援事業所ジョイトピアおおさ 〒729-3105 福山市新市町下安井 3500 

特別養護老人ホームジョイトピアおおさ 〒729-3105 福山市新市町下安井 3500 

介護老人保健施設ジョイトピアしんいち 〒729-3105 福山市新市町下安井 3510 

就労継続支援Ｂ型事業所ガーデンテラス 〒729-3105 福山市新市町新市 56-2 

短期入所生活介護事業所ジョイトピアおおさ  〒729-3105 福山市新市町下安井 3500 

通所介護事業所ジョイトピアおおさ  〒729-3105 福山市新市町下安井 3500 

認知症対応型通所介護事業所ガーデンテラス  〒7293105 福山市新市町新市 56-2 

福山市地域包括支援センター新市 〒729-3105 福山市新市町下安井 3500 

清音会 
〒720-1263 

福山市芦田町柞麿 386 
特別養護老人ホーム芦山荘 

〒720-1263 

福山市芦田町作麿 386 

清水福祉会 
〒721-0902 

福山市春日町浦上 2102 
ひかり保育園 

〒721-0902 

福山市春日町浦上 2102 

清風会 
〒731-0511 

安芸高田市吉田町竹原 967 
清風会福山工場 

〒720-0092 

福山市山手町 5-26-51 

 



寄附金税額控除の対象となる法人一覧 

社会福祉法人 
主たる事業所 市内施設等 

法人名 法人所在地 施設名称 施設所在地 

静方会 
〒720-2121 

福山市神辺町湯野池平 30-9 

特別養護老人ホーム静方園 〒720-2121 福山市神辺町湯野池平 30-9 

静方園居宅介護支援事業所 〒720-2121 福山市神辺町湯野池平 30-9 

静方園短期入所生活介護事業所 〒720-2121 福山市神辺町湯野池平 30-9 

静方園通所介護事業所 〒720-2121 福山市神辺町湯野池平 30-9 

誠和学園 
〒720-2115 

福山市神辺町下竹田 54-3 
竹尋誠和保育園 

〒720-2115 

福山市神辺町下竹田 54-3 

せとうち 
〒721-0957 

福山市箕島町 7504-3 

特別養護老人ホームプレジール箕島  〒721-0957 福山市箕島町 7504-3 

居宅介護支援事業所プレジール箕島  〒721-0957 福山市箕島町 7504-3 

デイサービスセンタープレジール箕島  〒721-0957 福山市箕島町 7504-3 

福山市地域包括支援センター箕島 〒721-0957 福山市箕島町 5816-144 

老人短期入所事業所プレジール箕島  〒721-0957 福山市箕島町 7504-3 

「ゼノ」少年牧場 
〒720-0311 

福山市沼隈町草深 1212 

指定障害福祉サービス生活介護事業所「ゼノ」なごみの家 〒720-0311 福山市沼隈町草深 1106-1 

「ゼノ」やまびこ学園児童部短期入所事業所  〒720-0311 福山市沼隈町草深 1212 

障がい児相談支援事業所 からっと  〒720-0311 福山市沼隈町草深 1212 

生活支援センターほほえみ 〒720-0311 福山市沼隈町草深 1228 

「ゼノ」Home ⻘雲 〒720-0311 福山市沼隈町草深 1228 

「ゼノ」Ｈｏｍｅ未来 〒720-0402 福山市沼隈町中山南下添 522 

「ゼノ」こばと園相談支援事業 〒720-0311 福山市沼隈町草深 1852-1 

「ゼノ」ホームそよかぜ 〒720-2115 福山市神辺町下竹田 700-6 

「ゼノ」ホームたぴあ 〒720-2125 福山市神辺町新徳田 422-2 

「ゼノ」湯野ホーム 〒720-2121 福山市神辺町湯野 1635-1 

相談支援事業所ほっぷ 〒720-2102 福山市神辺町東中条 301-6 

ゆめサポート・バク 〒720-2102 福山市神辺町東中条 301-6 

｢ゼノ」こばと園 〒720-0311 福山市沼隈町草深 1852-1 

｢ゼノ」やまびこ学園 児童部 〒720-0311 福山市沼隈町草深 1212 

ＪＯＢプラスはんど 〒720-0311 福山市沼隈町草深 2133-1 

あかつき 〒720-2112 福山市神辺町八尋 951-4 

｢ゼノ」やまびこ学園 成人部 〒720-0311 福山市沼隈町草深 1212 

第２こばと園 〒720-0311 福山市沼隈町草深 1916-4 

放課後デイサービスセンターぷくぷく 〒720-0311 福山市沼隈町草深 1212 

ゆめな保育園 〒720-0311 福山市沼隈町草深 2119-6 

ゆめの木 わかば 〒720-0311 福山市沼隈町草深 1694-1 

「ゼノ」Home 白雲 〒720-0311 福山市沼隈町草深 1199 

松永東保育所 〒729-0104 福山市松永町 5-2-21 

 

 



寄附金税額控除の対象となる法人一覧 

社会福祉法人 
主たる事業所 市内施設等 

法人名 法人所在地 施設名称 施設所在地 

専光会 
〒721-0926 

福山市大門町 3-7-10 
陽のあたる家 

〒721-0926 

福山市大門町 3-7-10 

創樹会 
〒720-0832 

福山市水呑町 7187‐１ 

サポートセンター友の家 〒720-0832 福山市水呑町 2157 

すぷりーむ 〒720-0832 福山市水呑町 1791 

相談支援センター風ぐるま 〒721-0954 福山市卸町 11-4 

ヘルパーステーションあしすと 〒721-0954 福山市卸町 11-4 

ＯＮＥ−すてっぷ 〒721-0954 福山市卸町 11-4 

あゆみ苑成人寮 〒720-0832 福山市水呑町 187 

さくら 〒720-0954 福山市卸町 11-3 

さわらび 〒720-0832 福山市水呑町 1040-1 

福山六方学園 〒720-0832 福山市水呑町 187 

千草会 
〒720-0061 

福山市丸ノ内 1-8-7 
てまり保育園 

〒720-0061 

福山市丸ノ内 2-39-18 

地域の空 
〒720-0074 

福山市北本庄町 2-14-6 

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護事業所北本庄 

〒720-0074 

福山市北本庄町 2-14-6 

つくし会 
〒720-0082 

福山市木之庄町 5-17-36 

つくし保育園 〒720-0082 福山市木之庄町 5-17-36 

道上保育所 〒720-2107 福山市神辺町道上 2922-9 

常石会 
〒720-0313 

福山市沼隈町常石 388 
常石保育所 

〒720-0313 

福山市沼隈町常石 996-7 

天授福祉会 
〒721-0903 

福山市坪生町 1-50-3 
ゆりかご保育園 

〒721-0903 

福山市坪生町 1-50-3 

天和会 
〒729-0251 

福山市東村町 130-5 

障害者支援施設ローズ東村 〒729-0251 福山市東村町 130-5 

指定特定相談支援事業所 ローズ東村  〒729-0251 福山市東村町 130-5 

東光会 
〒721-0903 

福山市坪生町 7606 

老人保健施設サンビレッジ 〒721-0907 福山市春日 7-6-27 

特別養護老人ホーム東光園 〒721-0903 福山市坪生町⿊坂 606 

居宅介護支援事業所東光会 〒721-0907 福山市春日町 7-6-27 

生活支援ハウス南光荘 〒721-0903 福山市坪生町 612 

短期入所生活介護とうわ 〒721-0903 福山市坪生町字⿊坂 606 

地域密着型特別養護老人ホーム東光園春日  〒721-0907 福山市春日町 7-9-11 

定期巡回随時対応型とうわ 〒721-0907 福山市春日町 7-6-27 

デイサービス東光会 〒721-0903 福山市坪生町⿊坂 606 

東光会訪問看護ステーション 〒721-0907 福山市春日町 7-6-27 

福祉用具貸与・販売事業所おたすけ  〒721-0903 福山市坪生町⿊坂 606 

福山市地域包括支援センター坪生 〒721-0903 福山市坪生町⿊坂 606 

訪問介護とうわ 〒721-0907 福山市春日町 7-6-27 

 



寄附金税額控除の対象となる法人一覧 

社会福祉法人 
主たる事業所 市内施設等 

法人名 法人所在地 施設名称 施設所在地 

東村会 
〒729-0251 

福山市東村町 1775 

特別養護老人ホーム生寿園 〒729-0251 福山市東村町 1775 

生寿園居宅介護支援事業所 〒729-0251 福山市東村町海地田 2246-1 

生寿園短期入所生活介護事業所 〒729-0251 福山市東村町 1775 

生寿園デイサービスセンター通所介護事業所  〒729-0251 福山市東村町 2246-1 

生寿園訪問介護事業所 〒729-0251 福山市東村町 2246-1 

にこにこ福祉会 
〒720-2103 

福山市神辺町⻄中条 1099-4 

共同生活ほいーる 〒720-2124 福山市神辺町川南 1419-2 

相談支援センターつ・き・か 〒720-2103 福山市神辺町⻄中条 1099-4 

にこにこ会 〒720-2103 福山市神辺町⻄中条 1099-4 

にこてらす 〒720-2103 福山市神辺町⻄中条 2313-1 

虹の会 
〒729-0106 

福山市高⻄町 4-3-69 

生活支援ホームあすか 〒729-0252 福山市本郷町 2942-3 

ジョイジョイワークたかにし 〒729-0106 福山市高⻄町 4-3-69 

虹福祉会 
〒721-0907 

福山市春日町 7-13-5 

瀬⼾保育所 〒720-0836 福山市瀬⼾町⻑和 1379-2 

富士保育園 〒721-0907 福山市春日町 7-13-5 

沼隈社会福祉協会 
〒720-0311 

福山市沼隈町草深 1889-26 

介護ショップふくし 〒720-0311 福山市沼隈町草深 1889-26 

居宅介護支援事業所 〒720-0311 福山市沼隈町草深 1889-26 

障害者自立支援センター「ばべの木」作業所  〒720-0311 福山市沼隈町草深 1887-5 

小規模多機能型居宅介護ふくし 〒720-0311 福山市沼隈町草深 1889-26 

沼隈生活支援ハウス 〒720-0311 福山市沼隈町大字草深 1889-10 

ヘルパーステーションふくし 〒720-0311 福山市沼隈町草深 1889-26 

訪問看護ステーションふくし 〒720-0311 福山市沼隈町草深 1889-26 

レンタルサービスふくし 〒720-0311 福山市沼隈町草深 1889-26 

デイサービスセンターふくし 〒720-0311 福山市沼隈町草深 1889-26 

沼隈福祉会 
〒720-0402 

福山市沼隈町中山南 265-2 

特別養護老人ホーム鳥還荘 〒720-0402 福山市沼隈町中山南 265-2 

鳥還荘居宅介護支援事業所 〒720-0402 福山市沼隈町中山南 265-2 

鳥還荘短期入所生活介護事業所 〒720-0402 福山市沼隈町中山南 265-2 

鳥還荘デイサービスセンター 〒720-0402 福山市沼隈町中山南 265-2 

白雲福祉会 
〒720-0837 

福山市瀬⼾町地頭分 1223-1 
みどり保育園 

〒720-0837 

福山市瀬⼾町地頭分 1223-1 

八葉会 
〒721-0921 

福山市大門町大門 325 

今津保育所 〒729-0111 福山市今津町 6-2-5 

大門保育所 〒721-0921 福山市大門町大門 60-2 

 
 
 
 
 



寄附金税額控除の対象となる法人一覧 

社会福祉法人 
主たる事業所 市内施設等 

法人名 法人所在地 施設名称 施設所在地 

春海会 
〒720-0203 

福山市田尻町 4115 

地域密着型特別養護老人ホームエクセル福山  〒720-0832 福山市水呑町 4433 

特別養護老人ホームエクセル鞆の浦  〒720-0203 福山市田尻町 4115 

グランドホームエクセル鞆の浦 〒720-0203 福山市田尻町 4115 

グループホームエクセル鞆の浦 〒720-0203 福山市田尻町 4115 

ケアハウスエクセル福山 〒720-0203 福山市水呑町 4433 

ケアハウス鞆の浦 〒720-0203 福山市田尻町 4115 

ショートステイエクセル鞆の浦 〒720-0203 福山市田尻町 4115 

ショートステイエクセル福山 〒720-0203 福山市水呑町 4433 

デイサービスセンターエクセル福山  〒720-0203 福山市水呑町 4433 

デイサービスセンター鞆の浦 〒720-0203 福山市田尻町 4115 

ヘルパーステーション鞆の浦 〒720-0203 福山市田尻町 4115 

エクセル鞆の浦 〒720-0203 福山市田尻町 4115 

広島県共同募金会 
〒732-0816 

広 島 市 南 区 比 治 山 本 町 1 2- 2  県 社 会 福 祉 会 館 内  
福山市社会福祉協議会 

〒720-8512 

福山市三吉町南 2-11-22 福山すこやかセンター内 

広島県福祉事業団 
〒739-0036 

東広島市⻄条町田口 295-3   

広島県立福山若草園 福山若草育成園  〒720-0841 福山市津之郷町津之郷 2004 

広島県立福山若草園生活介護事業所  〒720-0841 福山市津之郷町津之郷 2004 

広島県立福山若草園 特定相談支援事業所  〒720-0841 福山市津之郷町津之郷 2004 

広島県立福山若草園短期入所事業所  〒720-0841 福山市津之郷町津之郷 2004 

備後の里 
〒720-1131 

福山市駅家町万能倉 96-1 

デイサービスセンター備後の里 〒720-1131 福山市駅家町万能倉 96-1 

デイサービスセンターまなぐら 〒720-1131 福山市駅家町万能倉 840-1 

ショートステイまなぐら 〒720-1131 福山市駅家町万能倉 840-1 

備後の里居宅介護支援事業所 〒720-1131 福山市駅家町万能倉 96-1 

ヘルパーステーションすみれ 〒720-1131 福山市駅家町万能倉 96-1 

ケアハウス福山 〒720-1131 福山市駅家町万能倉 96-1 

備後福祉会 
〒720-2103 

福山市神辺町⻄中条 1288 

障害者支援施設 神辺ホーム 〒720-2103 福山市神辺町⻄中条 1288 

相談支援事業すまいる 〒720-2103 福山市神辺町⻄中条 1288 

福聚福祉会 
〒721-0906 

福山市能島 2-23-12 
春日台保育園 

〒721-0906 

福山市能島 2-23-12 

福住会 
〒721-0966 

福山市手城町 4-22-25 
手城保育所 

〒721-0966 

福山市手城町 4-22-25 

福美会 
〒721-0973 

福山市南蔵王町 1-12-30 
つなぎ保育園 

〒721-0973 

福山市南蔵王町 1-12-30 

福山愛生会 
〒721-0911 

福山市⻘葉台 1-20-2 

浦上寮 〒721-0911 福山市⻘葉台 1-20-12 

希望の広場 〒721-0926 福山市大門町 6-15-13 

 

 



寄附金税額控除の対象となる法人一覧 

社会福祉法人 
主たる事業所 市内施設等 

法人名 法人所在地 施設名称 施設所在地 

福山市社会福祉協議会 
〒720-0822 

福山市三吉町南 2-11-22  

福山すこやかセンター内 
福山市社会福祉協議会 

〒720-0822 

福山市三吉町南 2-11-22  

福山すこやかセンター内 

福山諸聖徒福祉会 
〒720-0031 

福山市三吉町 5-3-10 
福山マリヤ保育園 

〒720-0031 

福山市三吉町 5-3-10 

福山中央福祉会 
〒720-0809 

福山市住吉町 5-28 
花園保育園 

〒720-0809 

福山市住吉町 5-28 

福山ひかり福祉会 
〒720-1147 

福山市駅家町大字向永谷 682-1 

指定居宅介護支援事業所小春日和 〒720-1147 福山市駅家町大字向永谷 682-1 

指定短期入所生活介護ショートステイ小春日和  〒720-1147 福山市駅家町大字向永谷 682-1 

地域密着型特別養護老人ホーム小春日和 〒720-1147 福山市駅家町大字向永谷 682-1 

芙蓉の家 
〒729-0104 

福山市松永町 6-13-3 

居宅介護支援事業所さぽーと 〒729-0104 福山市松永町 7-2-38 

相談支援事業所さぽーと 〒729-0104 福山市松永町 7-2-38 

デイサービスセンターさぽーと 〒729-0104 福山市松永町 7-2-38 

デイサービスセンターみらくる 〒729-0112 福山市神村町 1503-314 

徳島作業所 〒729-0104 福山市松永町 6-14-2 

松永作業所 〒729-0104 福山市松永町 6-13-3 

宝石保育会 
〒720-0402 

福山市沼隈町中山南 451-2 
若葉園保育所 

〒720-0402 

福山市沼隈町中山南 31-5 

豊美会 
〒720-0844 

福山市赤坂町早⼾ 1470 

特別養護老人ホーム福山福寿園 〒720-0844 福山市赤坂町早⼾ 1483 

福山福寿園居宅介護支援事業所 〒720-0844 福山市赤坂町早⼾ 1483 

福山福寿園短期入所生活介護事業所  〒720-0844 福山市赤坂町早⼾ 1483 

老人デイサービスセンター福山福寿園  〒720-0844 福山市赤坂町早⼾ 1483 

まごころ会 
〒721-0955 

福山市新涯町 5-14-11 
まこと保育園 

〒721-0955 

福山市新涯町 5-14-11 

まどか 
〒720-0032 

福山市三吉町南 1-13-26 
すみれ工房 

〒720-0032 

福山市三吉町南 1-13-26 

まほろば学園 
〒720-0017 

福山市千田町 2-15-25 
障害福祉サービス事業所風 

〒720-0017 

福山市千田町 2-15-25 

まり福祉会 
〒720-0402 

広島県福山市沼隈町中山南 469 番地 3 

グループホームぬまくま 〒720-0313 福山市沼隈町常石 1284-3 

まりデイサービス内海 〒722-2632 福山市内海町ロ 2796-1 

まりホーム内海 〒722-2631 福山市内海町イ 2678 

まりホーム熊野 〒720-0411 福山市熊野町水の口乙 443-1 

まるいち会 
〒720-2412 

福山市加茂町下加茂 433-2 
ひまわり保育園 

〒720-2412 

福山市加茂町下加茂 433-2 

 



寄附金税額控除の対象となる法人一覧 

社会福祉法人 
主たる事業所 市内施設等 

法人名 法人所在地 施設名称 施設所在地 

三葉会 
〒721-0966 

福山市手城町 3-10-13 

特別養護老人ホーム手城福助苑 〒721-0966 福山市手城町 3-10-13 

居宅介護支援事業所手城福助苑 〒721-0966 福山市手城町 3-10-13 

老人短期入所生活介護事業所手城福助苑 〒721-0966 福山市手城町 3-10-13 

老人デイサービスセンター手城福助苑  〒721-0966 福山市手城町 3-10-13 

みんなが地域で生きるためのがまのほ  
〒729-3102 

福山市新市町相方 1172-1 

がまのほ 〒729-3102 福山市新市町相方 1172-1 

らんらん作業所 〒729-3102 福山市新市町新市 941-5 

障害者自立支援センターしんいち 〒729-3102 福山市新市町相方 1172-1 

睦福祉会 
〒720-0042 

福山市御船町 1-4-32 

くるみ保育園 〒720-0042 福山市御船町 1-4-32 

港町保育園 〒721-0964 福山市港町 1-7-18 

明翠会 
〒729-0114 

福山市柳津町 486 

サンシティ赤坂短期入所生活介護事業所 〒720-0843 福山市赤坂町赤坂正明寺 267-95 

特別養護老人ホーム明翠園 〒729-0114 福山市柳津町 486 

居宅介護支援事業所北斗 〒729-0111 福山市今津町 3-9-8 

サンシティ赤坂デイサービスセンター  〒720-0843 福山市赤坂町赤坂正明寺 267-95 

短期入所生活介護事業所明翠園 〒729-0114 福山市柳津町 486 

デイサービスセンター明翠園 〒729-0114 福山市柳津町 486 

ヘルパーステーション北斗 〒729-0111 福山市今津町 3-9-8 

ユニット型特別養護老人ホーム明翠園  〒729-0114 福山市柳津町 486 

めばえ会 
〒720-2124 

福山市神辺町川南 1336-5 
太陽保育園 

〒720-2124 

福山市神辺町川南 1336-5 

萌え木の里 
〒722-0055 

尾道市新高山二丁目 2631-7 

相談支援センターりそら 〒720-0092 福山市山手町 6-20-10 

介護支援センターりそら 〒720-0092 福山市山手町 6-20-10 

安那福祉会 
〒720-2102 

福山市神辺町東中条 7610-16 

特別養護老人ホームサンサンホーム  〒720-2102 福山市神辺町東中条 7610-16 

居宅介護支援事業所サンサンホーム  〒720-2102 福山市神辺町東中条 7610-16 

グループホームサンサンホーム 〒720-2102 福山市神辺町東中条 7610-16 

短期入所生活介護事業所サンサンホーム 〒720-2102 福山市神辺町東中条 7610-16 

デイサービスセンターサンサンホーム通所介護事業所  〒720-2102 福山市神辺町東中条 7610-16 

ユニット型特別養護老人ホームサンサンホーム  〒720-2102 福山市神辺町東中条 7610-16 

湯野福祉会 
〒720-2122 

福山市神辺町新湯野 20-4 
みどり保育園(神辺） 

〒720-2122 

福山市神辺町新湯野 20-4 

歓びの園 
〒720-0002 

福山市御幸町下岩成 248-1 

指定特定相談支援事業所 みゆき広場  〒720-0002 福山市御幸町下岩成 248-1 

みゆき広場 〒720-0002 福山市御幸町下岩成 248-1 

龍華福祉会 
〒720-2415 

福山市加茂町字北山 176-12 
福山ルンビニ園 

〒720-2415 

福山市加茂町字北山 176-12 

 
 

 



寄附金税額控除の対象となる法人一覧 

社会福祉法人 
主たる事業所 市内施設等 

法人名 法人所在地 施設名称 施設所在地 

緑寿会 
〒720-2523 

福山市駅家町新山 3578-2 

特別養護老人ホーム新山荘 〒720-2523 福山市駅家町新山 3578-2 

居宅介護支援事業所リーフ神辺 〒720-2123 福山市神辺町大字川北 1482 

地域密着型特別養護老人ホームリーフ新市  〒729-3101 福山市新市町⼾手 2327 

居宅介護支援事業所新山 〒720-2523 福山市駅家町新山 3578-2 

居宅介護支援事業所リーフ明神 〒721-0961 福山市明神町 2-6-8 

小規模多機能型居宅介護リーフ明神  〒721-0961 福山市明神町 2-6-8 

ショートステイ新山 〒720-2523 福山市駅家町新山 3578-2 

ショートステイリーフ神辺 〒720-2123 福山市神辺町川北 1482 

ショートステイリーフ新市 〒729-3120 福山市新市町⼾手 2327 

ショートステイリーフ明神 〒721-0961 福山市明神町 2-6-8 

地域密着型特別養護老人ホームリーフ明神  〒721-0961 福山市明神町 2-6-8 

デイサービスセンター新山 〒720-2523 福山市駅家町新山 3578-2 

デイサービスセンターリーフ神辺 〒720-2123 福山市神辺町川北 1482 

デイサービスセンターリーフ新市 〒729-3120 福山市新市町⼾手 2327 

デイサービスセンターリーフ明神 〒721-0961 福山市明神町 2-6-8 

ヘルパーステーション新山 〒720-2523 福山市駅家町新山 3578-2 

ユニット型ショートステイリーフ神辺 〒720-2123 福山市神辺町川北 1482 

若菜 
〒722-0051 

尾道市東尾道 6-16 

あかねの里 〒720-2124 福山市神辺町大字川南 744-4 

にしきの里 〒720-0025 福山市清水ケ丘 2-7 

みのみの里 〒720-0832 福山市水呑町 178-16 

きずなの里 〒720-2123 福山市神辺町川北 997-1 

若葉会 
〒720-1146 

福山市駅家町大橋 1036-3 

特別養護老人ホーム宣山荘 〒720-1146 福山市駅家町大橋 1036-3 

宣山荘居宅介護支援事業所 〒720-1146 福山市駅家町大橋 1036-3 

宣山荘短期入所生活介護事業所 〒720-1146 福山市駅家町大橋 1036-3 

宣山荘デイサービスセンター通所介護事業所  〒720-1146 福山市駅家町大橋 1036-3 

わかば福祉会 
〒720-0822 

福山市川口町 5-14-20 
川口⻄保育所 

〒720-0822 

福山市川口町 5-14-20 

 
 
 
 
 
 
 

 



寄附金税額控除の対象となる法人一覧 

公益社団法人・公益財団法人 
主たる事業所 市内施設等 移行・設立 

年月日 名称 所在地 名称 所在地 

天野スポーツ振興財団 
〒721-0974                                                                      

福山市東深津町 4-9-20 
― 

〒721-0974                                                                      

福山市東深津町 4-9-20 
H23.4.1 

小松育英会 
〒721-0952 

福山市曙町 1-12-15 
― 

〒721-0952 

福山市曙町 1-12-15 
H22.11.1 

小丸交通財団 
〒721-0974 

福山市東深津町 4-20-1 
― 

〒721-0974 

福山市東深津町 4-20-1 
 

蔵王霊苑 
〒721-0971 

福山市蔵王町 152 
― 

〒721-0971 

福山市蔵王町 152 
H23.4.1 

渋谷育英会 
〒721-0974 

福山市東深津町 4-20-1 
― 

〒721-0974 

福山市東深津町 4-20-1 
H25.1.4 

しぶや美術館 
〒720-0056 

福山市本町 8-27 
― 

〒720-0056 

福山市本町 8-27 
H23.10.3 

菅田育英会 
〒720-0831 

福山市草⼾町 2-24-20 
― 

〒720-0831 

福山市草⼾町 2-24-20 
H25.4.1 

中国労働衛生協会 
〒721-0942 

福山市引野町 5-14-2 
― 

〒721-0942 

福山市引野町 5-14-2 
H23.4.1 

ツネイシ財団 
〒720-0313                                       

福山市沼隈町大字常石１０８３番地  
― 

〒720-0313                                       

福山市沼隈町大字常石１０８３番地  
H29.11.1 

日弁連交通事故相談センター 
〒100-0013 

東京都千代田区霞ヶ関一丁目１番３号 
福山相談所 

〒720-0034 

福山市三吉町 1-6-1 広島弁護士会福山地区会館２階 
H24.4.1 

日本３Ｂ体操協会 
〒532-0003 

大阪府大阪市淀川区宮原 1-15-3 

日本 3B 体操協会  

中国地区本部 

〒720-0811 

福山市紅葉町 7-31 
H24.5.1 

日本認知症グループホーム協会 
〒160-0015 

東京都新宿区大京町 23-3 四谷オーキッドビル８階  
日本認知症グループホーム協会 広島県支部 

〒720-0832 

福山市水呑町 3332-1 
H22.4.1 

能宗文化財団 
〒720-0073 

福山市北吉津町 3-1-22 
― 

〒720-0073 

福山市北吉津町 3-1-22 
H23.7.1 

広島県環境保全センター 
〒731-3167 

広島市安佐南区大塚⻄ 4-2-28 
― 

〒721-0817 

福山市古野上町 8-10 
H23.4.1 

広島県下水道公社 
〒734-0056 

広島県南区向洋沖町１番１号 

芦田川流域下水道芦田川浄

化センター 

〒721-0956  

福山市箕沖町 106 
H25.4.1 

広島県トラック協会 
〒732-0052 

広島市東区光町 2-1-18 

広島県トラック協会 

福山支部 

〒720-0067 

福山市⻄町 1-13-18 
H26.4.1 

広島県労働基準協会 
〒730-0013 

広島市中区八丁堀 8-23 林業ビル８階 

広島県労働基準協会 

福山支部 

〒720-0838 

福山市瀬⼾町大字山北 1-1 
H23.４.1 

 

 



 

寄附金税額控除の対象となる法人一覧 

公益社団法人・公益財団法人 
主たる事業所 市内施設等 移行・設立 

年月日 名称 所在地 名称 所在地 

ひろしま産業振興機構 
〒730-0052 

広島市中区千田町 3-7-47 

ひろしま産業振興機構 

福山支部 

〒720-0031 

福山市三吉町 1-1-1 
H22.4.1 

ひろしま文化振興財団 
〒730-0051 

広島市中区大手町 1-5-3 広島県⺠文化センター内  

ひろしま文化振興財団 

福山分室 

〒720-0065 

福山市東桜町 1-21 広島県⺠文化センターふくやま内 
H21.4.1 

ふくやま芸術文化振興財団 
〒720-0802                                                                  

福山市松浜町 2-1-10 
― 

〒720-0802                                                                  

福山市松浜町 2-1-10 
H23.4.1 

福山観光コンベンション協会 
〒720-0067 

福山市⻄町 2-10-1 
― 

〒720-0067 

福山市⻄町 2-10-1 
H24.4.1 

福山市シルバー人材センター 
〒721-0955                                                                       

福山市新涯町 2-21-30 
― 

〒721-0955                                                                       

福山市新涯町 2-21-30 
H23.4.1 

福山市スポーツ協会 
〒720-0804 

福山市緑町 2-2 
― 

〒720-0804 

福山市緑町 2-2 
H31.4.1 

福山法人会 
〒720-0067 

福山市⻄町 2-10-1 
― 

〒720-0067 

福山市⻄町 2-10-1 
H24.4.1 

ポエック里海財団 
〒720-0203 

広島県福山市田尻町 56 番 10 号  
― 

〒720-0203 

広島県福山市田尻町 56 番 10 号 
H26.4.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

寄附金税額控除の対象となる法人一覧 

国立大学法人 
主たる事業所 市内施設等 

名称 所在地 名称 所在地 

広島大学 
〒739-8511 

東広島市鏡山 1-3-2 

広島大学附属福山中学校・ 

高等学校 

〒721-8551 

福山市春日町 5-14-1 

 

認定特定非営利活動法人 
主たる事業所 市内施設等 

名称 所在地 名称 所在地 

福山シンフォニーオーケストラ 
〒721-0952 

福山市曙町 1-16-8 
― 

〒721-0952 

福山市曙町 1-16-8 

 

 

 
 

 


