
下記の団体に対する寄附金が、控除の対象になります。

控除額の計算方法は、地方公共団体への寄附（ふるさと納税）と異なります。

◎社会福祉法人

番号 法　人　の　名　称 所　　在　　地

1 愛幸会 三豊市山本町辻585

2 愛集苑 坂出市西庄町1440-3

3 愛和福祉会 観音寺市木之郷町203

4 あかね保育園 仲多度郡琴平町字川西507-1

5 あけぼの福祉会 綾歌郡宇多津町936-1

6 朝日園 高松市前田東町585-5

7 あすなろ福祉会 高松市屋島西町2453-6

8 明日実会 高松市多肥上町18-1

9 あやうた福祉会 丸亀市綾歌町栗熊西224-2

10 いいのやま福祉会 丸亀市飯山町東坂元楠見1987-1

11 いずみ保育園 高松市国分寺町国分2408

12 溢愛会 丸亀市土器町東7-687

13 鵜足津福祉会 綾歌郡宇多津町浜五番丁53-11

14 うぶすな会 丸亀市綾歌町栗熊西782-5

15 ウルカ福祉会 高松市高松町691-2

16 永世会 坂出市西庄町79-1

17 大野原福祉会 観音寺市大野原町内野々394-1

18 岡野松福祉会 さぬき市志度338-4

19 香川いのちの電話協会 高松市高松中央郵便局私書箱152号

20 香川県共同募金会 高松市福岡町2-25-12

21 香川県敬愛財団 高松市勅使町955

22 香川県社会福祉事業団 丸亀市飯山町東坂元3667

23 香川県手をつなぐ育成会 高松市勅使町398-18

24 香川県百華福祉会 高松市円座町1478-1

25 香川こだま学園 高松市木太町1997-3

26 かがわ総合リハビリテーション事業団 高松市田村町1114

27 香川ボランティア協会 高松市田村町1151-1

28 カナン福祉センター 高松市仏生山町甲745-2

29 観音寺福祉会 観音寺市原町1273-3

30 観音寺ふたば福祉会 観音寺市本大町1457-1

31 喜勝会 高松市一宮町875

32 木太福祉会 高松市木太町1165-3

33 木田福祉会 木田郡三木町大字下高岡2882-1

坂出市が条例で指定した団体



番号 法　人　の　名　称 所　　在　　地

34 吉祥 高松市高松町897-9

35 希望の家 善通寺市与北町1332

36 共済会 綾歌郡綾川町滝宮376-2

37 清見福祉協会 小豆郡小豆島町草壁本町395

38 金花保育園 坂出市西庄町638-1

39 銀河の会 高松市三谷町3518-16

40 銀星の家 高松市屋島西町2366ｰ11

41 柞田福祉会 観音寺市柞田町丙1538

42 恵愛福祉事業団 東かがわ市白鳥961

43 慶生会 仲多度郡琴平町苗田字中森402-1

44 恵城福祉会 丸亀市中府町2-9-21

45 敬世会 坂出市川津町1986-22

46 光志福祉会 観音寺市豊浜町姫浜41-1

47 光寿会 高松市西町4-1

48 厚仁会 丸亀市飯野町東二25-7

49 弘善会 高松市前田西町683-7

50 香東園 高松市岡本町527-1

51 虎岳会 丸亀市田村町1676-1

52 こがも福祉会 高松市香南町横井551-1

53 琴平福祉事業団 仲多度郡琴平町1180-1

54 浩福会 丸亀市飯山町川原185-1

55 こぶし福祉会 高松市木太町5089-9

56 桜福祉会 木田郡三木町大字池戸字上池2954-3

57 さぬき 高松市宮脇町2-37-21

58 さぬき恵寿会 丸亀市綾歌町岡田下503-1

59 サマリヤ 高松市西春日町1510-1

60 燦々会 高松市香川町川内原1003-1

61 サンシャイン会 小豆郡小豆島町蒲生字東脇甲350

62 三本松福祉会 東かがわ市三本松1684-1

63 三本松保育所 東かがわ市三本松1405

64 塩屋福祉会 丸亀市塩屋町5-9-5

65 四恩の里 高松市中山町1501-192

66 慈光福祉会 高松市前田西町167-1

67 志度玉浦園 さぬき市志度1610-1

68 清水園 坂出市西庄町1635-1

69 守里会 高松市城東町1丁目1番46号

70 白方保育所 仲多度郡多度津町西白方532-2

71 白樺福祉会 高松市元山町855-2

72 白百合福祉会 善通寺市与北町1680-1

73 白鳥保育園 東かがわ市松原555



番号 法　人　の　名　称 所　　在　　地

74 浄願福祉会 仲多度郡まんのう町四條561-2

75 松寿会 坂出市大屋冨町3100-13

76 昭竹会 坂出市小山町1-61

77 尽誠福祉会 三豊市財田町財田上1112-1

78 瑞祥会 東かがわ市白鳥2984

79 翠睦福祉会 高松市川島東町1914-5

80 すみれ福祉会 高松市十川西町1234-1

81 聖愛財団 小豆郡土庄町甲5165-27

82 誠心会 丸亀市郡家町2573-1

83 聖マルチンの家 坂出市沖の浜1-5

84 正友会 仲多度郡まんのう町長尾1102

85 瀬戸福祉会 坂出市府中町字南谷5001ｰ3

86 千周会 善通寺市原田町1496-1

87 善心会 善通寺市中村町485-1

88 善通寺福祉会 善通寺市仙遊町2-3-43

89 相愛福祉会 高松市六条町604-7

90 醍醐福祉会 さぬき市寒川町石田東甲639-2

91 大寿庵 高松市鬼無町鬼無882-2

92 大樹福祉会 高松市春日町813-10

93 高松南福祉会 高松市檀紙町1521-4

94 高室福祉会 観音寺市高屋町12-1

95 詫間福祉会 三豊市詫間町詫間7732-60

96 多度津さくら会 仲多度郡多度津町西港町127-10

97 多度津福祉会 仲多度郡多度津町西港町127-3

98 田村やまびこ会 高松市田村町1010

99 多聞院保育所 仲多度郡多度津町仲ノ町2-5

100 たらちね福祉会 さぬき市造田野間田676-5

101 たんぽぽの会 高松市成合町1491-1

102 長寿の郷 観音寺市木之郷町499-62

103 つくし福祉会 高松市西春日町1407

104 津田福祉会 さぬき市津田町津田2207

105 東光福祉会 高松市十川東町556-1

106 祷友会 丸亀市飯山町上法軍寺2600

107 ときわ福祉会 観音寺市植田町1217-3

108 徳樹会 観音寺市豊浜町和田浜1575-1

109 豊中福祉会 三豊市豊中町笠田竹田697-1

110 豊原福祉会 仲多度郡多度津町道福寺581

111 ドリーム 綾歌郡宇多津町2628-974

112 長尾福祉会 さぬき市昭和1032

113 なかまの里福祉会 高松市国分寺町新名2209-20



番号 法　人　の　名　称 所　　在　　地

114 ナザレの村 高松市春日町1291-1

115 仁尾福祉会 三豊市仁尾町仁尾辛42-3

116 博安会 丸亀市垂水町1353

117 花園福祉会 高松市上福岡町2004-1

118 林田保育園 坂出市林田町3230-1

119 繁永会 観音寺市茂木町4-6-2

120 萬象園 丸亀市川西町北字龍王1685-1

121 絆里会 高松市紙町402-5

122 柊会 高松市国分寺町新名520-1

123 引田愛育園 東かがわ市引田2414-1

124 ひまわり福祉会 小豆郡土庄町上庄463-2

125 平井保育園 木田郡三木町平木224-5

126 福寿会 綾歌郡綾川町山田下山王435-4

127 船入福祉会 善通寺市大麻町1324-2

128 平安福祉会 高松市上福岡町894-8

129 宝樹園 丸亀市土器町東4-77

130 宝壽会 三豊市高瀬町上高瀬712-3

131 豊城福祉会 坂出市京町2-5-13

132 牧羊会 高松市香西北町260

133 ポム・ド・パン 高松市三谷町3851

134 松福福祉会 高松市松福町2-18-16

135 まほろば福祉会 高松市香南町横井492-1

136 真理亜福祉会 丸亀市垂水町字川原16-47

137 丸亀ひまわり会 丸亀市城東町2-1-38

138 三井福祉会 仲多度郡多度津町大字三井385-1

139 みくに園 小豆郡土庄町豊島家浦902-1

140 未知の会 高松市春日町1287-1

141 みとし会 観音寺市柞田町甲1936

142 三豊広域福祉会 観音寺市流岡町750-10

143 みどりの園 坂出市八幡町2-2-17

144 みどり福祉会 高松市亀田南町108-2

145 三野福祉会 三豊市三野町大見乙91-8

146 ミハル福祉会 高松市下田井町52

147 みよし福祉会 高松市国分寺町柏原80

148 明和会 小豆郡小豆島町池田字下地2519-7

149 恵福祉会 木田郡三木町池戸2155-2

150 もえぎの会 高松市牟礼町原325-1

151 八栗福祉会 高松市牟礼町牟礼401

152 祐正福祉会 さぬき市寒川町石田東甲761ｰ9

153 優真会 仲多度郡まんのう町炭所西1521-1



番号 法　人　の　名　称 所　　在　　地

154 洋々会 高松市庵治町4151-7

155 葭池福祉会 さぬき市志度4212-1

156 楽生会 高松市屋島西町2277-1

157 らく楽福祉会 高松市室町1903-4

158 竜雲学園 高松市仏生山町甲3215

159 龍華福祉会 高松市国分寺町福家甲1982

160 ルボア 高松市新田町甲2723-2

161 若草福祉会 さぬき市鴨部1629

162 若竹会 坂出市西庄町1666-4

163 和光福祉会 坂出市加茂町581-2

164 和光保育園 高松市川部町1561-1

165 香川県社会福祉協議会 高松市番町1-10-35

166 高松市社会福祉協議会 高松市福岡町2-24-10

167 丸亀市社会福祉協議会 丸亀市大手町2-1-7

168 坂出市社会福祉協議会 坂出市寿町1-3-38

169 善通寺市社会福祉協議会 善通寺市文京町2-1-4

170 観音寺市社会福祉協議会 観音寺市坂本町1-1-6

171 さぬき市社会福祉協議会 さぬき市長尾東888-5

172 東かがわ市社会福祉協議会 東かがわ市湊1809

173 三豊市社会福祉協議会 三豊市山本町辻333-1

174 土庄町社会福祉協議会 小豆郡土庄町甲611-1

175 小豆島町社会福祉協議会 小豆郡小豆島町安田甲144-90

176 三木町社会福祉協議会 木田郡三木町大字氷上310

177 直島町社会福祉協議会 香川郡直島町3694-1

178 宇多津町社会福祉協議会 綾歌郡宇多津町1900

179 綾川町社会福祉協議会 綾歌郡綾川町滝宮276

180 琴平町社会福祉協議会 仲多度郡琴平町榎井891-1

181 多度津町社会福祉協議会 仲多度郡多度津町西港町127-1

182 まんのう町社会福祉協議会 仲多度郡まんのう町生間415-1

◎更正保護法人
1 四国地方保護観察協会 高松市丸の内1-1

2 香川県更生保護協会 高松市丸の内1-1

3 讃岐修斉会 丸亀市川西町北1657

◎公益社団法人
1 公益社団法人高松法人会 高松市紺屋町9番6号大同生命ﾋﾞﾙ5階

2 公益社団法人坂出青年会議所 坂出市西大浜北1丁目2番33号

3 公益社団法人　セカンドハンド 高松市観光通1丁目1番地18

4 公益社団法人　こんぴら賢人記念館 仲多度郡琴平町榎井106番地5号



番号 法　人　の　名　称 所　　在　　地

5 公益社団法人　瀬戸フィルハーモニー交響楽団 高松市西宝町1丁目5番20号

6 公益社団法人香川県宅地建物取引業協会 高松市松福町1丁目10番5号香川県不動産会館

7 公益社団法人さぬき青年会議所 丸亀市大手町1-5-3丸亀商工会議所会館3F

8 公益社団法人香川県シルバー人材センター連合会 高松市福岡町二丁目2番2号香川県産業会館5階

9 公益社団法人香川県浄化槽協会 高松市香西本町1番地106

10 公益社団法人香川県看護協会 高松市国分寺町国分152番地4

11 公益社団法人毎日書道学会 高松市旅篭町14番7号

12 公益社団法人四国海事広報協会 高松市藤塚町3丁目14番6号高木ﾋﾞﾙ2階

13 公益社団法人香川県聴覚障害者協会 高松市太田上町405-1

14 社団法人香川県教育会 高松市西宝町二丁目6番40号

15 公益社団法人観音寺市シルバー人材センター 観音寺市栄町三丁目1番8号

16 公益社団法人香川県不動産鑑定士協会 高松市西内町3-7森ﾋﾞﾙ2階

17 公益社団法人宇多津町シルバー人材センター 綾歌郡宇多津町2344番地1

18 公益社団法人多度津町シルバー人材センター 仲多度郡多度津町大通り5番41号

19 公益社団法人仲善広域シルバー人材センター 善通寺市生野町783番地1

20 公益社団法人高松市シルバー人材センター 高松市西宝町一丁目9番20号

21 公益社団法人坂出市シルバー人材センター 坂出市入船町一丁目7番18号

22 公益社団法人三豊市シルバー人材センター 三豊市山本町財田西375番地

23 公益社団法人丸亀市シルバー人材センター 丸亀市塩屋町五丁目6番1号

24 公益社団法人東かがわ市シルバー人材センター 東かがわ市松原871番地1

25 公益社団法人さぬき市シルバー人材センター さぬき市寒川町石田東甲82番地1

26 公益社団法人大川法人会 さぬき市長尾東1059番地4

27 公益社団法人香川県栄養士会 高松市末広町1番地2

◎公益財団法人
1 公益財団法人中條文化振興財団 高松市番町2丁目1番12号

2 公益財団法人四国民家博物館 高松市朝日町5-5-1

3 公益財団法人倉岡奨学会 高松市西の丸町5-18

4 公益財団法人善通寺市農地管理公社 善通寺市文京町二丁目1番1号

5 公益財団法人加藤奨学財団 観音寺市坂本町一丁目1番25号観音寺商工会議所内

6 公益財団法人南海育英会 高松市常磐町2丁目13番地4

7 公益財団法人香川県教育振興財団 高松市西宝町2-6-40香川県教育会館内

8 公益財団法人流財団 高松市庵治町3183番地1

9 公益財団法人丸亀市福祉事業団 丸亀市大手町二丁目1番20号丸亀市生涯学習ｾﾝﾀｰ1階

10 公益財団法人よんでん文化振興財団 高松市丸の内2番5号

11 公益財団法人香川成人医学研究所 坂出市横津町三丁目2番31号

12 公益財団法人瀬戸内海放送環境美化振興財団 高松市西宝町1-5-20KSB瀬戸内海放送内

13 公益財団法人喝破道場 高松市中山町1501番地9

14 公益財団法人中津万象園保勝会 丸亀市中津町25番地1

15 公益財団法人香川県教育会館 高松市西宝町2-6-40

16 公益財団法人置県百年記念香川県文化芸術振興財団 高松市番町4-1-10香川県文化振興課内



番号 法　人　の　名　称 所　　在　　地

17 公益財団法人ミモカ美術振興財団 丸亀市浜町80番地1

18 公益財団法人かがわ産業支援財団 高松市林町2217-15

19 公益財団法人香川県暴力追放運動推進センター 高松市磨屋町5番地9ﾌﾟﾗﾀ59ﾋﾞﾙ7階

20 公益財団法人香川県体育協会 高松市西宝町二丁目6番40号香川県教育会館4階

21 公益財団法人イサム・ノグチ日本財団 高松市牟礼町牟礼3524-1

22 公益財団法人松平公益会 高松市玉藻町4番10号

23 公益財団法人丸亀市体育協会 丸亀市金倉町924番地1

24 公益財団法人赤澤記念財団 東かがわ市三本松567

25 公益財団法人香川県老人クラブ連合会 高松市番町一丁目10番35号 香川県社会福祉総合ｾﾝﾀｰ5階

26 公益財団法人香川県教育弘済会 高松市西宝町2丁目6-40香川県教育会館 503

27 公益財団法人香川県学校給食会 高松市西宝町二丁目6番40号香川県教育会館4階

28 公益財団法人香川県予防医学協会 高松市伏石町2129-2

29 公益財団法人琴平海洋会館 仲多度郡琴平町953番地

30 公益財団法人香川県育英会 高松市亀岡町1番10号学校法人香川県明善学園内

31 公益財団法人岸本記念奨学会 高松市亀田町47番地2 株式会社新店 内

32 公益財団法人香川県視覚障害者福祉協会 高松市番町一丁目10番35号香川県社会福祉総合ｾﾝﾀｰ4階

33 公益財団法人鎌田共済会 坂出市本町1-1-24

34 公益財団法人香川県防犯協会連合会 高松市福岡町2-2-2香川県産業会館

35 公益財団法人ハートスクエア善通寺 善通寺市金蔵寺町398番地6

36 公益財団法人香川県市町村振興協会 高松市福岡町二丁目3番2号香川県自治会館3階

37 公益財団法人坂出市学校給食会 坂出市室町一丁目1番21号

38 公益財団法人香川県児童・青少年健全育成事業団 高松市番町四丁目1番10号

39 公益財団法人香川県身体障害者団体連合会 高松市番町1丁目10番35号香川県社会福祉総合ｾﾝﾀｰ5階

40 公益財団法人高松市文化芸術財団 高松市ｻﾝﾎﾟｰﾄ2番1号

41 公益財団法人さぬき市文化振興財団 さぬき市鴨庄4610番地44

42 公益財団法人文化・芸術による福武地域振興財団 香川郡直島町850番地

43 公益財団法人福武財団 香川郡直島町3449番地1

44 公益財団法人百十四社会福祉財団 高松市番町4-1-10

45 公益財団法人栗山顕彰会 高松市牟礼町牟礼3028番地3

46 公益財団法人香川県国際交流協会 高松市番町一丁目11番63号

47 公益財団法人香川県総合健診協会 高松市郷東町字新開587番地1

48 公益財団法人大社教育文化振興財団 高松市番町四丁目13番12号

49 公益財団法人穴吹キヌヱ教育基金 高松市錦町一丁目22番23号

50 山口公益財団法人 綾歌郡宇多津町浜七番丁94番地3

51 公益財団法人岡崎金次郎育英会 小豆郡土庄町豊島家浦2303番地

52 公益財団法人高松市国際交流協会 高松市番町一丁目11番63号

53 公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー 高松市ｻﾝﾎﾟｰﾄ1番1号高松港旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ7階

54 公益財団法人明治百年記念香川県青少年基金 高松市番町四丁目1番10号

55 公益財団法人かがわ海外交流財団 高松市西内町2番27号

◎認定特定非営利活動法人
1 認定特定非営利活動法人瀬戸内オリーブ基金 小豆郡土庄町豊島家浦3837-4


