
控除対象寄附金指定団体一覧

【社会福祉法人】
控除対象となる

寄附金の支出日

ＩＧＬ学園福祉会 広島市安佐南区上安六丁目31番1号 平成２０年１月１日以後

あさみなみ 広島市安佐南区祇園六丁目30番5号 〃

おりづる 広島市西区観音新町三丁目9番6号 〃

輝き奉仕会 広島市南区北大河町39番1号 〃

くすの木の会 広島市西区福島町二丁目33番30号 平成２４年１月１日以後

光清学園 広島市南区出汐二丁目3番46号 〃

寿老園老人ホーム 広島市東区山根町38番23号 〃

正仁会 広島市安佐北区落合南町196番1 〃

慈楽福祉会 広島市安芸区中野三丁目9番5号 〃

清恵会 大分県別府市大字鶴見字前田1725番地 〃

清流　　　　　　　　　　　　　　　 広島市安佐北区三入南二丁目33番21号 平成２７年１月１日以後

双樹会 広島市佐伯区三宅六丁目105番地 平成２４年１月１日以後

天友会 広島市南区西蟹屋一丁目1番48号 〃

燈心会 広島市西区三滝本町二丁目1番1－27号 平成２１年１月１日以後

似島学園 広島市南区似島町長谷1487番地 平成２０年１月１日以後

はばたきの里 広島市西区己斐上五丁目930番地の1 〃

広島いのちの電話 広島市中区西白島町２４番３６号 平成２４年１月１日以後

広島県同胞援護財団 広島市中区大手町三丁目9番25号 平成２０年１月１日以後

広島県リハビリテーション協会 広島県東広島市八本松町大字原5946番地の７ 〃

広島市安芸区社会福祉協議会 広島市安芸区船越南三丁目2番16号
平成２０年１月１日以後
～令和４年３月３１日

広島市安佐北区社会福祉協議会 広島市安佐北区可部三丁目19番22号　安佐北区総合福祉センター内 〃

広島市安佐南区社会福祉協議会 広島市安佐南区中須一丁目38番13号 〃

広島市佐伯区社会福祉協議会 広島市佐伯区海老園一丁目４番５号　佐伯区地域福祉センター５階 〃

広島市社会福祉協議会 広島市南区松原町５番１号 平成２０年１月１日以後

広島市社会福祉事業団 広島市東区光町二丁目15番55号 〃

広島市手をつなぐ育成会 広島市西区打越町17番27号 〃

広島市中区社会福祉協議会 広島市中区大手町四丁目1番1号
平成２０年１月１日以後
～令和４年３月３１日

広島市西区社会福祉協議会 広島市西区福島町二丁目24番1号　広島市西区地域福祉センター内 〃

広島市東区社会福祉協議会 広島市東区東蟹屋町9番34号 〃

広島市南区社会福祉協議会 広島市南区皆実町一丁目4番46号 〃

広島修道院　 広島市尾長西二丁目８番１号 平成２５年１月１日以後

広島常光福祉会 広島市東区福田五丁目1165番地の3 平成２０年１月１日以後

広島平和養老館 広島市南区似島町字東大谷3073番地の5 〃

広島和光園 広島市南区宇品東三丁目6番26号 〃

二葉会 広島市中区千田町二丁目５番１２号 平成２６年１月１日以後

三篠会 広島市安佐北区小河原町１２８１番地 平成２０年１月１日以後

もみじ福祉会 広島市中区吉島西二丁目１番２４号 平成２４年１月１日以後

やぎ                                広島市安佐北区亀山南三丁目１５番２８号 平成２７年１月１日以後

和楽会 広島市安佐南区沼田町伴1432番地の1 平成２０年１月１日以後

広島厚生会 広島市南区仁保一丁目１番２０号 平成３０年１月１日以後

ひろしま四季の会 広島市安佐北区安佐町鈴張２６８８番 平成３1年１月１日以後

広島聴覚障害者福祉会 広島市中区吉島西二丁目３番２２号 〃

広島良城会 広島市安佐南区伴東二丁目３０番１１号 〃

団　体　名 団　体　所　在　地



【学校法人】
控除対象となる

寄附金の支出日

ＡＩＣJ鴎州学園 広島市安佐南区祇園二丁目33番16号 平成２０年１月１日以後

エリザベト音楽大学 広島市中区幟町4番15号 〃

修道学園 広島市安佐南区大塚東一丁目１番１号 平成２６年１月１日以後

常翔学園 大阪市旭区大宮五丁目16番1号
平成２１年１月１日

～令和２年３月２６日

崇徳学園                       広島市西区楠木町四丁目１５番１３号 平成２８年１月１日以後

比治山学園 広島市東区牛田新町四丁目１番１号 平成２０年１月１日以後

広島国際学院 広島市安芸区中野六丁目20番1号 平成２５年１月１日以後

広島三育学院 広島市中区竹屋町4番8号
平成２０年１月１日

～平成３０年３月３１日

広島女学院 広島市東区牛田東四丁目13番1号 平成２０年１月１日以後

広島信望愛学園 広島市中区幟町4番42号 〃

広島文化学園 広島市安佐南区長束西三丁目5番1号 平成２３年３月１日以後

古沢学園 広島市中区中島町9番11号
平成２０年１月１日

～令和３年８月７日、
令和３年１１月２５日～

放光学園 広島市安芸区中野三丁目11番6号
平成２０年１月１日

～令和４年６月１４日、
令和４年１１月４日～

安田学園 広島市安佐南区安東六丁目13番1号 平成２６年１月１日以後

ノートルダム清心学園 岡山県岡山市北区伊福町二丁目１６番９号 平成２９年１月１日以後

広陵学園 広島市安佐南区伴東三丁目１４番１号 平成３０年１月１日以後

広島山陽学園 広島市西区観音新町四丁目１２番５号 平成３０年５月１１日以後

三育学院 千葉県夷隅郡大多喜町久我原１５００番地 平成３０年４月１日以後

武田学園 広島市安佐北区可部東一丁目２番１号 平成３１年３月１１日以後

広島城北学園 広島市東区戸坂城山町1番3号 令和３年１月１日以後

鶴学園 広島市佐伯区三宅二丁目1番1号 令和４年１月１日以後

【公益財団法人】
控除対象となる

寄附金の支出日

日本ユニセフ協会 東京都港区高輪四丁目6番12号　ユニセフハウス 平成２１年１月１日以後

ひろしま文化振興財団 広島市中区大手町一丁目5番3号　広島県民文化センター内 平成２１年４月１日以後

ひろしま美術館 広島市中区基町3番2号 平成２２年４月１日以後

広島市スポーツ協会 広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号 平成２３年３月２２日以後

広島平和文化センター 広島市中区中島町１番２号 平成２３年３月２３日以後

広島観光コンベンションビューロー 広島市中区基町５番４４号 平成２３年８月２２日以後

広島市みどり生きもの協会 広島県広島市中区基町４番４１号 平成２４年４月１日以後

広島ＹＭＣＡ 広島市中区八丁堀７番１１号 平成２４年９月３日以後

久保スポーツ振興基金 広島市中区紙屋町二丁目２番３８号 平成２５年1月１日以後

広島がんセミナー 広島市中区千田町三丁目８番６号広島市医師会臨床検査センター内 平成２５年４月１日以後

広島県男女共同参画財団 広島県広島市中区大手町１丁目２番１号（おりづるタワー１０階） 〃

ひろしまこども夢財団　　 広島市中区基町１０番５２号 〃

ひろしまドナーバンク　 広島市南区霞一丁目２番３号 〃

ヒロシマ・ピース・センター 広島市佐伯区三宅二丁目１番１号　広島工業大学内 〃

ひろしま国際センター 広島市中区中町８番１８号　　広島クリスタルビル６階 平成２６年１月１日以後

コミュニティ未来創造基金ひろしま 広島市中区八丁堀３番１号 平成２６年４月１日以後

鶴虎太郎奨学会 広島市佐伯区三宅二丁目１番１号　広島工業大学内 〃

広島市文化財団 広島市中区加古町４番１７号 〃

西川記念財団                       広島市西区三篠町二丁目２番８号 平成２７年１月１日以後

広島原爆被爆者援護事業団　　 広島市安佐北区倉掛三丁目５０番１号 平成２８年１月１日以後

秀里会 広島県広島県広島市西区商工センター4丁目6番8号 平成３０年３月１９日以後

ヒロシマ平和創造基金 広島市中区土橋町７番１号　中国新聞ビル 平成３１年１月１日以後

団　体　所　在　地

団　体　名 団　体　所　在　地

団　体　名



【公益財団法人】
控除対象となる

寄附金の支出日

日弁連交通事故相談センター 東京都千代田区霞が関一丁目１番３号 平成３１年１月１日以後

とんぼ 広島市安佐南区祇園二丁目１４番３号 令和元年５月２７日以後

エネルギア文化・スポーツ財団 広島市中区小町４番３３号 令和２年１月１日以後

中国電力技術研究財団 広島市中区小町４番３３号 〃

メイク・ア・ウィッシュオブジャパン 東京都千代田区一番町１０番１０号　相模屋第三ビル３F 令和３年１月１日以後

結核予防会 東京都千代田区神田三崎町一丁目３番１２号 令和４年１月１日以後

【公益社団法人】
控除対象となる

寄附金の支出日

学校教育開発研究所　　　　　　　 広島市中区幟町３番１号 平成２８年６月３日以後

青少年育成広島県民会議 広島市中区基町１０番５２号 平成２３年３月２２日以後

広島交響楽協会 広島市中区舟入中町9番12号 平成２０年１月１日以後

広島市身体障害者福祉団体連合会 広島県広島市南区松原町5番１号 平成２５年１月１日以後

広島県社会福祉士会 広島市南区比治山本町１２番２号 平成２９年１月１日以後

【更生保護法人】
控除対象となる

寄附金の支出日

ウィズ広島 広島市中区吉島東一丁目1番18号 平成２０年１月１日以後

広島県更生保護協会 広島市中区上八丁堀3番6号　第2ウエノヤビル 平成２３年１月１日以後

【地方独立行政法人】
控除対象となる

寄附金の支出日

広島市立病院機構　　　　　　　　　 広島県広島市中区基町７番３３号 平成２７年１月１日以後

【独立行政法人】
控除対象となる

寄附金の支出日

日本学生支援機構 神奈川県横浜市緑区長津田町4259番地 平成２０年１月１日以後

【国立大学法人】
控除対象となる

寄附金の支出日

広島大学 広島県東広島市鏡山一丁目3番2号 平成２０年１月１日以後

【公立大学法人】
控除対象となる

寄附金の支出日

広島市立大学 広島市安佐南区大塚東三丁目４番１号 平成２３年１月１日以後

広島県公立大学法人 広島市南区宇品東一丁目１番７１号 平成３０年１月１日以後

【特殊法人】
控除対象となる

寄附金の支出日

日本司法支援センター 東京都中野区本町１丁目３２番２号ハーモニータワー８階 平成２０年１月１日以後

日本赤十字社 東京都港区芝大門一丁目1番3号 平成２１年１月１日以後

【認定特定非営利活動法人】
控除対象となる

寄附金の支出日

きらめき未来塾 東京都新宿区西新宿六丁目６番２号
平成２４年１月１日～
令和３年１月２０日

乳がん患者友の会きらら 広島市東区戸坂くるめ木一丁目２０番２号 平成３０年１月１日以後

ひろしまチャイルドライン子どもス
テーション

広島市中区八丁堀７番１１号
平成３０年１月１日～
令和３年２月１６日

コミュニティリーダーひゅーる　ぽん 広島市安佐南区川内六丁目２８番１５号 平成３０年３月１日以後

団　体　名 団　体　所　在　地

団　体　所　在　地

団　体　名 団　体　所　在　地

団　体　名 団　体　所　在　地

団　体　所　在　地

団　体　名

団　体　名 団　体　所　在　地

団　体　名

団　体　名 団　体　所　在　地

団　体　所　在　地

団　体　名

団　体　名 団　体　所　在　地


