寄附金控除の対象となる社会福祉法人一覧
番号

（令和２(2020)年12月末時点）

社会福祉法人名

所在地（法人本部）

1 藹藹会

宇都宮市古賀志町1964-12

2 愛育会

益子町長堤531

3 愛育千種会

宇都宮市岩曽町1391-5

4 愛光園

足利市稲岡町500

5 愛日会

足利市田中町100

6 愛親会

宇都宮市鐺山町977-1

7 愛真福祉会

茂木町大字千本409-1

8 愛泉会

日光市高徳619-3

9 あいのかわ福祉会

大田原市小滝17-18

10 愛の郷福祉会

真岡市八木岡250-1

11 愛美会

さくら市氏家3260-32

12 青い鳥福祉会

鹿沼市鳥居跡町985-8

13 青葉学園福祉会

市貝町赤羽2648-7

14 あかつき寮

真岡市東郷808

15 あけぼの共育会

那須塩原市新緑町92-280

16 朝日会

宇都宮市針ヶ谷町655

17 足利市社会福祉協議会

足利市東砂原後町1072

18 足利むつみ会

足利市利保町49-4

19 あすなろ会

塩谷町上沢968

20 アップル

矢板市富田530-4

21 天野会

那須塩原市南郷屋2-149

22 あゆみ園

栃木市皆川城内町333-2

23 あらぐさ会

宇都宮市中島町4-2

24 あんず

下野市仁良川1651-1

25 安寧

大田原市久野又804

26 イ－スタ－ヴィレッジ

足利市小俣町3294-2

27 飯田福祉会

宇都宮市平出町1510-1

28 育司会

さくら市氏家2377-1

29 育心会

日光市土沢1216

30 いずみ会

宇都宮市御幸町3

31 市貝町社会福祉協議会

市貝町市塙1720-1

32 一期一会の会

壬生町安塚39-1

33 一心会

那珂川町久那瀬544-1

34 いぶき会

那須塩原市東赤田343-158

35 彩

鹿沼市上石川1528－1

36 上野福祉会

真岡市久下田西1-1

37 宇都宮市社会福祉協議会

宇都宮市中央1-1-15

38 宇都宮市障害者福祉会連合会

宇都宮市中央1-1-15

39 宇都宮市母子寡婦福祉連合会

宇都宮市中央1-1-15

40 宇都宮保育園

宇都宮市本丸町15－10

41 うまぐりの里

栃木市城内町2-62-14

42 梅林会

宇都宮市南一の沢町1-40

43 江曽島明愛会

宇都宮市江曽島町1218-2

44 エルム福祉会

大田原市中田原381-1

45 延寿会

野木町佐川野1785-1

46 縁盛会

佐野市馬門町1470

47 桜寿会

宇都宮市逆面町261-1
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48 桜美会

小山市羽川456-4

49 鶯和会

那珂川町和見1940-1

50 桜和会

佐野市犬伏中町2441-1

51 大沢光福祉会

日光市大沢町62-1

52 大田原市社会福祉協議会

大田原市本町１－３－１

53 大平愛育会

栃木市大平町西野田20-7

54 大和久福祉会

那須烏山市南大和久956-2

55 沖保育園

鹿沼市上殿町515-5

56 小俣幼児生活団

足利市小俣町1412-1

57 小山市社会福祉協議会

小山市神鳥谷931-3

58 小山清風会

小山市中久喜1273-1

59 恩賜財団済生会支部栃木県済生会

宇都宮市竹林町911-1

60 鶴西会

宇都宮市鶴田町3361-22

61 鹿島会

足利市大沼田町2163-1

62 風の会

小山市犬塚51-23

63 鹿沼市社会福祉協議会

鹿沼市万町931-1

64 金子福祉会

宇都宮市塙田3-5-14

65 鐘の鳴る丘友の会

栃木市大平町下皆川916

66 上三川福祉会

上三川町上三川1636-2

67 上三川町社会福祉協議会

上三川町上蒲生127-1

68 烏山保育園

那須烏山市中央2-3-25

69 河内福祉会

宇都宮市中岡本町2362-1

70 河内四つ葉会

宇都宮市中岡本町3178-3

71 がんばり福祉会

矢板市石関1204-1

72 桔梗寮

那須烏山市金井1-4-7

73 菊慈会

栃木市大平町新1320-5

74 絆の会

芳賀町芳志戸1024

75 希望の家

鹿沼市武子1566

76 木村育英会

上三川町東蓼沼632-2

77 久寿福祉会

鹿沼市村井町126-1

78 救世軍社会事業団

東京都千代田区神田神保町2-17

79 久祐会

宇都宮市東峰町3092-16

80 共育会

壬生町下稲葉343-1

81 共生会

宇都宮市上籠谷町3564-2

82 共生の丘

宇都宮市飯田町261

83 きららの杜

栃木市大宮町2329-6

84 くすの木会

小山市高椅132-1

85 栗の実

小山市神鳥谷4-6-27

86 薫陶会

高根沢町花岡2158-10

87 薫風会

小山市上石塚15

88 恵愛会

茂木町大字千本452-1

89 敬愛会

那須烏山市滝田1867-3

90 啓愛会

下野市薬師寺3150-1

91 恵光会

真岡市若旅656

92 京福会

那須塩原市住吉町5-10

93 恵明会

佐野市葛生東一丁目15－6

94 恵明会

小山市西黒田316-2

95 恵友会

高根沢町桑窪2266-2

96 敬和会

下野市箕輪441-1

大田原市役所Ａ別館１階
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97 健修会

東京都江戸川区西一之江4-9-24

98 謙心会

大田原市加治屋83-81

99 健美会

壬生町壬生丁92-22

100 高永会

宇都宮市西川田南1-43-24

101 晃丘会

宇都宮市竹下町435-344

102 恒信会

宇都宮市駒生町1256

103 幸真会

足利市通5丁目3435-3

104 庚申福祉会

日光市足尾町2119-2

105 幸世会

高根沢町石末2258-1

106 光誠会

宇都宮市東簗瀬1-29-1

107 厚生会

矢板市平野1362-12

108 幸生会

栃木市川原田町1612

109 高泉会

宇都宮市高砂町9-8

110 好善会

宇都宮市下岡本町3761-1

111 幸知会

上三川町下神主229-6

112 幸梅会

足利市山下町2753-1

113 晃友会

日光市細尾町82-1

114 孝友会

小山市大字平和256

115 晃陽福祉会

宇都宮市上龍谷町3792

116 幸倫会

宇都宮市陽西町1-76

117 心美会

大田原市若松町3-30

118 こころみる会

足利市田島町616

119 こばと会

宇都宮市下平出町2368-2

120 こぶしの会

宇都宮市柳田町1401

121 西仁会

宇都宮市鶴田町3381

122 さくら市社会福祉協議会

さくら市喜連川904

123 笹の会

宇都宮市双葉2-12-12

124 佐野市社会福祉協議会

佐野市大橋町3212-27

125 佐野福祉会

佐野市小中町1820-4

126 三起

真岡市西郷118-2

127 三光会

日光市倉ケ崎605-7

128 サンサン会

さくら市蒲須坂595-2

129 三松会

佐野市犬伏上町2798

130 山星会

鹿沼市日吉町590-1

131 慈愛会

さくら市鍛冶ケ沢57-1

132 シーズンズ

足利市山下町2422-1

133 紫雲会

小山市東野田635

134 塩谷町社会福祉協議会

塩谷町玉生872

135 四恩会

益子町益子964

136 慈覚大師会

壬生町大師町53-15

137 至誠会

大田原市下石上1258

138 慈生会

東京都中野区江古田3-15-2

139 慈誠会

栃木市藤岡町中根355-2

140 下野会

下野市国分寺1127-1

141 下野三楽園

宇都宮市下小池町194

142 下野市社会福祉協議会

下野市小金井789

143 シャルール（令和２(2020)年６月10日まで対象）

足利市大久保町617-1

144 寿光会

矢板市木幡1552-1

145 寿松会

那珂川町小川2958-2
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146 順仁会

上三川町上三川3950-1

147 正栄会

宇都宮市花房3-3-16

148 彰義重政会

小山市間々田750-1

149 昭仁会

栃木市箱森町1-14

150 松徳会

栃木市皆川城内町520

151 章佑会

東京都練馬区大泉学園町7-12-30

152 白百合会

宇都宮市砥上町813-1

153 しらゆり会

那須塩原市西大和6-5

154 城山三友会

足利市小俣町1562

155 城山福祉会

小山市城山町3-15-6

156 真亀会

真岡市亀山350-1

157 真寿会

日光市大室863-7

158 真心会

足利市本城1丁目1480-6

159 真晴会

真岡市長田1315-6

160 真善会

足利市葉鹿町2019-1

161 信徳会

宇都宮市松原1-4-10

162 森友会

佐野市長谷場町1798-1

163 親和会

那須烏山市宮原452

164 スイートホーム

栃木市都賀町原宿1424-1

165 瑞宝会

宇都宮市下栗町2936-10

166 すいれん会

足利市借宿町399

167 すかい

日光市足尾町2084

168 すぎなみき会

日光市板橋2610-1

169 すぎのこ会

栃木市岩舟町鷲巣302-1

170 すぎの芽会

宇都宮市板戸町3650

171 すず福祉会

鹿沼市千渡750

172 住吉福祉会

宇都宮市住吉町15-3

173 すみれ会

栃木市岩舟町静1866-1

174 聖愛会

小山市扶桑2-2-4

175 正育会

益子町益子3607

176 晴桜会

那須塩原市木綿畑529-2

177 正恵会

宇都宮市宝木本町1768

178 清幸会

那須塩原市東原字天蚕場166

179 聖光会

宇都宮市末広1-5-8

180 静山会

佐野市奈良渕町703-4

181 正州会

那須烏山市三箇183-1

182 誠心会

那須塩原市東赤田385-11

183 誠泉会

佐野市飛駒町3937

184 星風会

栃木市田村町928

185 成裕会

宇都宮市金田町759-1

186 関記念栃の木会

壬生町大字北小林812

187 せせらぎ会

壬生町安塚2032

188 善光会

宇都宮市竹下町1200

189 全国重症心身障害児(者)を守る会

東京都世田谷区三宿2-30-9

190 千駒会

大田原市住吉町1-12-29

191 洗心会

小山市出井1936

192 センス

オブ

ワンダー

宇都宮市下岡本町4550-2

193 千成会

宇都宮市屋板町126-11

194 善隣学園

足利市通7丁目3094
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195 創心会

栃木市樋ノ口町396-24

196 創和会

栃木市大宮町2023-3

197 ソフィア会

小山市東島田2403-2

198 大恵会

日光市板橋2190-2

199 太子の会

栃木市皆川城内町1771-1

200 大門福祉会

宇都宮市中今泉3-16-37

201 太陽会

栃木市平井町122-8

202 太陽の里福祉会

那須塩原市上中野53

203 高根沢町社会福祉協議会

高根沢町石末1825

204 たかはら学園

矢板市越畑226

205 田原福祉会

宇都宮市上田原町12

206 長寿栄光会

宇都宮市田野町666-2

207 都賀の里

栃木市都賀町臼久保298-1

208 つきかげ福祉会

日光市芹沼892

209 つくし会

宇都宮市西川田町1057-17

210 津田福祉会

鹿沼市白桑田254-5

211 つむぎ

小山市犬塚87-7

212 つめくさ会

佐野市高萩町1319-1

213 つるたの里

宇都宮市鶴田町3145

214 禎祥会

日光市木和田島1373-72

215 天成会

栃木市大平町川連277-1

216 同愛会

塩谷町熊ノ木1057-1

217 東栄会

宇都宮市江曽島町1164-3

218 東京愛隣会

鹿沼市茂呂2525-3

219 東晴会

宇都宮市上桑島町1476-2

220 東徳会（令和２(2020)年１月６日まで対象）

足利市稲岡町1083-1

221 東風会

栃木市大平町上高島774

222 常盤福祉会

佐野市堀米町1336-1

223 徳知会

佐野市田島町213

224 栃木いのちの電話

宇都宮市若草1-10-6

225 栃木県共同募金会

宇都宮市若草1-10-6

226 とちぎ健康福祉協会

宇都宮市駒生町3337-1

227 栃木県社会福祉協議会

宇都宮市若草1-10-6

228 栃木市社会福祉協議会

栃木市今泉町2-1-40

229 栃木老人ホ－ム

栃木市梓町455-27

230 とちぎYMCA福祉会

宇都宮市鐺山町1983

231 栃の子福祉会

宇都宮市上桑島町1310-14

232 とちのみ会

佐野市小中町1280

233 飛山の里福祉会

宇都宮市竹下町1199-1

234 戸祭保育園

宇都宮市戸祭1-4-12

235 とまと会

小山市東城南3-5-3

236 とみた会

足利市多田木町1070

237 ともいき会

矢板市川崎反町303

238 ともの会

宇都宮市平松本町327-3

239 豊岡福祉会

足利市福居町334-1

240 豊郷

宇都宮市川俣町897-8

241 内木会

下野市薬師寺1584-6

242 那珂川町社会福祉協議会

那珂川町馬頭560-1

243 なかよし会

宇都宮市西川田6-5-7

とちぎ福祉プラザ内
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244 渚会

宇都宮市下川俣町206-406

245 那須烏山市社会福祉協議会

那須烏山市田野倉85-1

246 那須塩原市社会福祉協議会

那須塩原市南郷屋5-163

247 那須四季会

那須塩原市野間453-23

248 なすびの里

栃木市大光寺町347-2

249 那須町社会福祉協議会

那須町寺子乙2566-1

250 那須若葉会

那須塩原市埼玉370-5

251 奈坪ヶ丘福祉会

宇都宮市中岡本町3749-37

252 行川福祉会

鹿沼市富岡914-8

253 南都会

宇都宮市幕田町1455-2

254 西原福祉会

宇都宮市新町1-2-21

255 日光市社会福祉協議会

日光市鬼怒川温泉大原2番地6日光市藤原福祉センター「ふじの郷」

256 日光福栄会

日光市木和田島3008-11

257 二宮会

真岡市石島463

258 丹緑会

小山市塚崎463-1

259 仁篤会

鹿沼市下奈良部1-86

260 野木町社会福祉協議会

野木町友沼5840-7

261 芳賀町社会福祉協議会

芳賀町祖母井1-6-1

262 博愛会

壬生町壬生丁75-14

263 はくつる会

下野市箕輪425-1

264 柏葉会

矢板市木幡289

265 パステル

小山市乙女625-2

266 ひかり会

大田原市薄葉1717-2

267 飛翔会

矢板市中150-389

268 聖会

宇都宮市元今泉1-8-5

269 陽向

高根沢町宝積寺2062-1

270 ひまわり会

佐野市石塚町1018

271 百寿会

宇都宮市長岡町163-5

272 平松愛児会

宇都宮市平松本町779-22

273 福桜会

真岡市久下田712-8

274 福寿会

真岡市熊倉1-14-3

275 ふじおか

鹿沼市上日向174-1

276 普照会

矢板市東町1200-16

277 ふたば

大田原市美原1-17-16

278 ふるさとジョアン

宇都宮市下岡本町3710-15

279 ふれあいコープ

宇都宮市緑5-13-6

280 フレンズ会

大田原市親園2044-5

281 ブローニュの森

佐野市堀米町3905-４

282 蓬愛会

芳賀町稲毛田1887-4

283 報恩会

茂木町小井戸5

284 房香会

宇都宮市上小池町1054-3

285 法光会

足利市鹿島町167-1

286 豊心会

小山市駅南町6-9-11

287 宝生会

宇都宮市宝木本町2141

288 報徳会

佐野市仙波町847

289 邦友会

大田原市北金丸2600-7

290 峰陽会

宇都宮市平松本町891-3

291 まこと福祉会

鹿沼市茂呂1884-3

292 誠和会

益子町七井3923-3
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293 マザーアース

宇都宮市ゆいの杜6-11-15

294 正富福祉会

宇都宮市西原町13-1

295 益子のぞみの里福祉会

益子町大沢2800-5

296 益子町社会福祉協議会

益子町1532-5

297 真純乃郷福祉会

宇都宮市大谷町1987-2

298 窓の陽

東京都荒川区西尾久7-50-6

299 的場会

市貝町続谷736

300 マロニエ

宇都宮市睦町3-7

301 みずほの福祉会

宇都宮市上桑島町1339-2

302 みその

神奈川県藤沢市みその台1-3

303 美田愛育会

小山市松沼121-1

304 みちおせ福祉会

宇都宮市細谷町2565

305 みつばさ

上三川町上三川3209

306 みつわ会

那須烏山市月次605

307 みどり会

宇都宮市宮山田町916-1

308 ミドリ福祉会

宇都宮市氷室町1067-4

309 南那須社会事業協会

那須烏山市初音10-29

310 源会

宇都宮市西川田1-1543-1

311 美のりの里

宇都宮市長岡町167-5

312 美福会

足利市伊勢町2丁目10-23

313 壬生町社会福祉協議会

壬生町壬生甲3843-1

314 美明会

足利市久保田町1223

315 みゆきの杜

宇都宮市御幸本町4646

316 みようぎ会

足利市大沼田町1751

317 明光シズヒロ会

小山市出井759-24

318 明神保育園

日光市明神274-1

319 むつみ会

小山市塚崎768

320 むつみ福祉会

宇都宮市下平出町911-1

321 紫野の会

東京都杉並区永福4-1-3

322 明照協会

益子町大沢1770

323 明誠会

上三川町上三川4937

324 明成会

宇都宮市岩曽町1109

325 明徳舎

那須塩原市大原間西1丁目19-6

326 明峰会

宇都宮市峰1-12-5

327 明倫会

鹿沼市西茂呂4-9-22

328 明朗会

小山市松沼579-1

329 明和会

那須烏山市大沢766

330 めぶき会

小山市大川島469

331 萌丘厚生会

真岡市東郷390

332 真岡市社会福祉協議会

真岡市荒町110-1

333 もてぎ協栄会

茂木町三坂135-4

334 茂木福寿会

茂木町飯1694

335 茂木町社会福祉協議会

茂木町1043-1

336 もろ栄福祉会

鹿沼市茂呂1090-25

337 矢板市社会福祉協議会

矢板市扇町2-4-19

338 薬師寺会

下野市薬師寺3311-229

339 やしお会

上三川町大山558-4

340 山坂福祉会

真岡市熊倉町3435-1

341 弥生会

宇都宮市弥生1-6-3
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342 友あんど愛

鹿沼市上野町273-1

343 優心会

鹿沼市下永野236-5

344 憂心会

さくら市上野202-10

345 熊晴会

日光市塩野室町1504－2

346 ユートピアにしかた

栃木市西方町金崎403-1

347 裕母和会

栃木市岩舟町和泉816

348 悠々の郷

那須塩原市下田野282-6

349 杠

栃木市城内町2-18-13

350 夢の森福祉会

日光市大沢町274

351 陽気会

下野市薬師寺1131-10

352 養徳園

さくら市喜連川1025

353 梨一会

宇都宮市石井町2580-1

354 龍光会

足利市助戸1丁目652-2

355 両崖福祉会

足利市大月町1042-2

356 両野福祉会

足利市小俣南町4-2

357 亮和会

茨城県古河市下辺見1451

358 緑風会

鹿沼市下日向438-1

359 るりこう会

足利市堀込町2006-1

360 若草福祉会

埼玉県本庄市仁手669-4

361 わかば会

足利市小俣町1554-4

362 和康会

那須塩原市豊浦12-209

363 渡良瀬会

足利市葉鹿町2245

364 わらしべの里

栃木市大宮町2708-3

