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○個人の県民税に係る控除対象寄附金等の指定

平成20年12月１日告示第479号

改正

平成20年12月26日告示第504号

平成22年３月26日告示第96号

平成23年11月25日告示第358号

平成24年８月17日告示第267号

平成24年11月30日告示第358号

平成25年４月30日告示第195号

平成25年５月31日告示第210号

平成25年９月27日告示第385号

平成25年12月27日告示第479号

平成26年１月31日告示第21号

平成26年２月28日告示第58号

平成26年５月30日告示第175号

平成26年６月27日告示第201号

平成26年７月18日告示第213号

平成26年９月30日告示第276号

平成26年11月14日告示第335号

平成27年12月25日告示第395号

平成28年８月16日告示第230号

平成28年11月18日告示第312号

平成28年12月26日告示第336号

平成29年２月17日告示第50号

平成29年３月17日告示第79号

平成29年５月19日告示第152号

平成29年８月18日告示第244号

平成29年12月１日告示第327号

平成30年８月７日告示第222号

平成30年12月14日告示第337号

令和元年９月27日告示第141号

令和元年12月13日告示第225号

令和２年12月15日告示第323号

令和３年12月10日告示第318号

令和４年12月13日告示第262号

群馬県県税条例施行規則の一部を改正する規則（平成20年群馬県規則第77号）附則第２項

の規定により、群馬県県税条例の一部を改正する条例（平成20年群馬県条例第43号）による

改正後の群馬県県税条例（昭和25年群馬県条例第32号。以下「条例」という。）第37条の３

第１項第３号から第12号までに規定する寄附金等を次のとおり指定したので告示する。
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１ 条例第37条の３第１項第３号から第11号までに規定する寄附金等

主たる事務所の
寄附金等の区分 控除対象寄附金等

所在地

条例第37条の３第１項第３号に掲げ 前橋市 国立大学法人群馬大学に対する寄附金で国立大学法
る寄附金 人法（平成15年法律第112号）第22条第１項第１号

から第５号までに掲げる業務に充てられるもの

公立大学法人前橋工科大学に対する寄附金で地方独
立行政法人法（平成15年法律第118号）第21条第２
号に掲げる業務に充てられるもの

高崎市 公立大学法人高崎経済大学に対する寄附金で地方独
立行政法人法第21条第２号に掲げる業務に充てられ
るもの

佐波郡玉村町 群馬県公立大学法人に対する寄附金で地方独立行政
法人法第21条第２号に掲げる業務に充てられるもの

東京都八王子市 独立行政法人国立高等専門学校機構に対する寄附金
で独立行政法人国立高等専門学校機構法（平成15年
法律第113号）第12条第１項第１号から第４号まで
に掲げる業務に充てられるもの

条例第37条の３第１項第４号に掲げ 高崎市 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの
る寄附金 園に対する寄附金

茨城県つくば市 国立研究開発法人森林研究・整備機構に対する寄附
金

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
に対する寄附金

茨城県那珂郡東海 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対する
村 寄附金

埼玉県さいたま市 独立行政法人水資源機構に対する寄附金

千葉県千葉市 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に対
する寄附金

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構に対す
る寄附金

東京都新宿区 独立行政法人自動車技術総合機構に対する寄附金

東京都墨田区 独立行政法人自動車事故対策機構に対する寄附金

東京都目黒区 独立行政法人国立病院機構に対する寄附金

東京都渋谷区 独立行政法人国立青少年教育振興機構に対する寄附
金

独立行政法人製品評価技術基盤機構に対する寄附金

神奈川県川崎市 独立行政法人労働者健康安全機構に対する寄附金

条例第37条の３第１項第６号に掲げ 東京都千代田区 自動車安全運転センターに対する寄附金
る寄附金

東京都中野区 日本司法支援センターに対する寄附金

条例第37条の３第１項第７号に掲げ 前橋市 公益社団法人企業メセナ群馬に対する寄附金
る寄附金

公益社団法人群馬県安全運転管理協会に対する寄附
金

公益社団法人群馬県医師会に対する寄附金



- 3 -

公益社団法人群馬県栄養士会に対する寄附金

公益社団法人群馬県学校牛乳協会に対する寄附金

公益社団法人群馬県環境資源創生協会に対する寄附
金

公益社団法人群馬県看護協会に対する寄附金

公益社団法人群馬県公共嘱託登記土地家屋調査士協
会に対する寄附金

公益社団法人群馬県子ども会育成連合会に対する寄
附金

公益社団法人群馬県サッカー協会に対する寄附金

公益社団法人群馬県歯科医師会に対する寄附金

公益社団法人群馬県歯科技工士会に対する寄附金

公益社団法人群馬県視覚障害者福祉協会に対する寄
附金

公益社団法人群馬県鍼灸マッサージ師会に対する寄
附金

公益社団法人群馬県身体障害者福祉団体連合会に対
する寄附金

公益社団法人群馬県青果物生産出荷安定基金協会に
対する寄附金

公益社団法人群馬県柔道整復師会に対する寄附金

公益社団法人群馬県畜産協会に対する寄附金

公益社団法人群馬県知的障害者福祉協会に対する寄
附金

公益社団法人群馬県不動産鑑定士協会に対する寄附
金

公益社団法人群馬県緑化推進委員会に対する寄附金

公益社団法人群馬県老人保健施設協会に対する寄附
金

公益社団法人被害者支援センターすてっぷぐんまに
対する寄附金

公益社団法人前橋市医師会に対する寄附金

公益社団法人前橋市シルバー人材センターに対する
寄附金

公益社団法人前橋青年会議所に対する寄附金

公益社団法人前橋積善会に対する寄附金

公益社団法人群馬県助産師会に対する寄附金

公益財団法人尾瀬保護財団に対する寄附金

公益財団法人金井梅次郎育英基金に対する寄附金

公益財団法人群馬銀行環境財団に対する寄附金

公益財団法人群馬県アイバンクに対する寄附金
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公益財団法人群馬県育英会に対する寄附金

公益財団法人群馬県学校給食会に対する寄附金

公益財団法人群馬県環境検査事業団に対する寄附金

公益財団法人群馬県観光物産国際協会に対する寄附
金

公益財団法人群馬県教育文化事業団に対する寄附金

公益財団法人群馬県漁業増殖基金協会に対する寄附
金

公益財団法人群馬県勤労福祉センターに対する寄附
金

公益財団法人群馬県健康づくり財団に対する寄附金

公益財団法人群馬県建設技術センターに対する寄附
金

公益財団法人群馬健康医学振興会に対する寄附金

公益財団法人群馬県交通安全協会に対する寄附金

公益財団法人群馬県産業支援機構に対する寄附金

公益財団法人群馬県私学振興会に対する寄附金

公益財団法人群馬県市町村振興協会に対する寄附金

公益財団法人群馬県消防協会に対する寄附金

公益財団法人群馬県スポーツ協会に対する寄附金

公益財団法人群馬県生活衛生営業指導センターに対
する寄附金

公益財団法人群馬県青少年育成事業団に対する寄附
金

公益財団法人群馬県長寿社会づくり財団に対する寄
附金

公益財団法人群馬県農業公社に対する寄附金

公益財団法人群馬県馬事公苑に対する寄附金

公益財団法人群馬県防犯協会に対する寄附金

公益財団法人群馬県暴力追放運動推進センターに対
する寄附金

公益財団法人群馬県ボーイスカウト振興財団に対す
る寄附金

公益財団法人ぐんまＹＭＣＡに対する寄附金

公益財団法人佐藤交通遺児福祉基金に対する寄附金

公益財団法人上毛新聞厚生福祉事業団に対する寄附
金

公益財団法人前橋観光コンベンション協会に対する
寄附金

公益財団法人前橋市まちづくり公社に対する寄附金

公益財団法人老年病研究所に対する寄附金
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公益財団法人桑の弓育英会に対する寄附金

高崎市 公益社団法人群馬県獣医師会に対する寄附金

公益社団法人群馬県珠算連盟に対する寄附金

公益社団法人群馬県鍼灸師会に対する寄附金

公益社団法人高崎市シルバー人材センターに対する
寄附金

公益社団法人高崎市農業公社に対する寄附金

公益社団法人高崎青年会議所に対する寄附金

公益財団法人群馬県蚕糸振興協会に対する寄附金

公益財団法人群馬交響楽団に対する寄附金

公益財団法人翠巒育英会に対する寄附金

公益財団法人高崎財団に対する寄附金

公益財団法人高崎歯科医療センターに対する寄附金

公益財団法人高崎・地域医療センターに対する寄附
金

公益財団法人富田昭子ガールスカウト振興財団に対
する寄附金

公益財団法人榛名高原体育センターに対する寄附金

公益財団法人山田昇記念財団に対する寄附金

公益財団法人山田文庫に対する寄附金

桐生市 公益社団法人桐生市シルバー人材センターに対する
寄附金

公益社団法人桐生法人会に対する寄附金

公益財団法人大川美術館に対する寄附金

公益財団法人桐生市スポーツ文化事業団に対する寄
附金

公益財団法人桐生地域地場産業振興センターに対す
る寄附金

公益財団法人群馬大学科学技術振興会に対する寄附
金

伊勢崎市 公益社団法人伊勢崎市シルバー人材センターに対す
る寄附金

公益社団法人伊勢崎青年会議所に対する寄附金

公益財団法人相川考古館に対する寄附金

公益財団法人伊勢崎市公共施設管理公社に対する寄
附金

公益財団法人脳血管研究所に対する寄附金

太田市 公益社団法人太田市シルバー人材センターに対する
寄附金

公益社団法人太田青年会議所に対する寄附金
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公益財団法人ぐんま赤尾奨学財団に対する寄附金

公益財団法人群馬県児童健全育成事業団に対する寄
附金

沼田市 公益社団法人沼田市シルバー人材センターに対する
寄附金

館林市 公益社団法人館林市シルバー人材センターに対する
寄附金

公益社団法人館林青年会議所に対する寄附金

渋川市 公益社団法人渋川市シルバー人材センターに対する
寄附金

公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団に対する
寄附金

公益財団法人竹久夢二伊香保記念館に対する寄附金

公益財団法人渋川市まちづくり財団に対する寄附金

藤岡市 公益社団法人藤岡市シルバー人材センターに対する
寄附金

公益財団法人藤岡市文化振興事業団に対する寄附金

富岡市 公益社団法人甘楽教育会に対する寄附金

公益社団法人富岡甘楽歯科医師会に対する寄附金

公益社団法人富岡市シルバー人材センターに対する
寄附金

安中市 公益社団法人安中市シルバー人材センターに対する
寄附金

公益社団法人安中青年会議所に対する寄附金

公益財団法人群馬慈恵会に対する寄附金

みどり市 公益社団法人みどり市シルバー人材センターに対す
る寄附金

北群馬郡吉岡町 公益社団法人吉岡町シルバー人材センターに対する
寄附金

多野郡上野村 公益財団法人慰霊の園に対する寄附金

甘楽郡甘楽町 公益財団法人甘楽町国際交流振興協会に対する寄附
金

吾妻郡長野原町 公益財団法人北軽井沢霊園に対する寄附金

吾妻郡草津町 公益財団法人群馬草津国際音楽協会に対する寄附金

佐波郡玉村町 公益財団法人玉村町農業公社に対する寄附金

公益財団法人玉村町文化振興財団に対する寄附金

邑楽郡大泉町 公益社団法人大泉町シルバー人材センターに対する
寄附金

公益財団法人大泉町スポーツ文化振興事業団に対す
る寄附金

東京都千代田区 公益社団法人地域医療振興協会に対する寄附金
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東京都港区 公益社団法人日本グライダークラブに対する寄附金

東京都品川区 公益財団法人アルカンシエール美術財団に対する寄
附金

条例第37条の３第１項第８号に掲げ 前橋市 学校法人一隅学園に対する寄附金
る寄附金

学校法人いまい学園に対する寄附金

学校法人大出学園に対する寄附金

学校法人亀井学園に対する寄附金

学校法人恵光学園に対する寄附金

学校法人共愛学園に対する寄附金

学校法人小林学園に対する寄附金

学校法人駒形学園に対する寄附金

学校法人斎藤学園に対する寄附金

学校法人春芳学園に対する寄附金

学校法人昌賢学園に対する寄附金

学校法人裳美学園に対する寄附金

学校法人スジャータ学園に対する寄附金

学校法人清心学園に対する寄附金

学校法人関口学園に対する寄附金

学校法人蒼羽藝術学園に対する寄附金

学校法人大乗学園に対する寄附金

学校法人第二永井学園に対する寄附金

学校法人たちばな学園に対する寄附金

学校法人永井学園に対する寄附金

学校法人中村学園に対する寄附金

学校法人花園学園に対する寄附金

学校法人東大室学園に対する寄附金

学校法人ひろし学園に対する寄附金

学校法人宝林学園に対する寄附金

学校法人群馬総合カレッジに対する寄付金

学校法人森本学園に対する寄附金

学校法人柳学園に対する寄附金

学校法人冷泉学園に対する寄附金

学校法人国際中央学園に対する寄附金

準学校法人有坂中央学園に対する寄附金

準学校法人木村学園に対する寄附金

準学校法人群馬英数学舘に対する寄附金
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準学校法人群馬県美容学園に対する寄附金

準学校法人群馬理容学園に対する寄附金

準学校法人フェリカ学園に対する寄附金

準学校法人朋学舎に対する寄附金

準学校法人未来学園に対する寄附金

準学校法人山崎学園に対する寄附金

準学校法人ＨＡＣ国際学園に対する寄附金

準学校法人ＮＩＰＰＯＮ ＡＣＡＤＥＭＹに対する
寄附金

高崎市 学校法人飯塚学園に対する寄附金

学校法人大木学園に対する寄附金

学校法人学文舘に対する寄附金

学校法人狩野学園に対する寄附金

学校法人北村学園に対する寄附金

学校法人群馬育英学園に対する寄附金

学校法人群馬パース大学に対する寄附金

学校法人国分寺学園に対する寄附金

学校法人坂田学園に対する寄附金

学校法人清水学園に対する寄附金

学校法人高井学園に対する寄附金

学校法人高崎健康福祉大学に対する寄附金

学校法人高崎商科大学に対する寄附金

学校法人柘植学園に対する寄附金

学校法人長年寺学園に対する寄附金

学校法人外所学園に対する寄附金

学校法人如意輪学園に対する寄附金

学校法人福島学園に対する寄附金

学校法人松山学園に対する寄附金

学校法人丸山学園に対する寄附金

学校法人満勝寺学園に対する寄附金

学校法人南学園に対する寄附金

学校法人明徳学園に対する寄附金

学校法人桃ヶ丘学園に対する寄附金

学校法人吉美学園に対する寄附金

学校法人里東学園に対する寄附金
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学校法人和田学園に対する寄附金

学校法人平方学園に対する寄附金

準学校法人中央総合学園に対する寄附金

準学校法人藤仁館学園に対する寄附金

準学校法人ＭＧＬ学園に対する寄附金

桐生市 学校法人常広寺学園に対する寄附金

学校法人白ゆり学園に対する寄附金

学校法人つくし学園に対する寄附金

学校法人峰学園に対する寄附金

学校法人明照学園に対する寄附金

伊勢崎市 学校法人顕真学園に対する寄附金

学校法人光明学園に対する寄附金

学校法人さくら幼稚園に対する寄附金

学校法人田部井学園に対する寄附金

学校法人竹前学園に対する寄附金

学校法人茂木学園に対する寄附金

準学校法人伊勢崎美容学園に対する寄附金

準学校法人小倉学園に対する寄附金

太田市 学校法人太田国際学園に対する寄附金

学校法人太田仁愛幼稚園に対する寄附金

学校法人金山学園に対する寄附金

学校法人群馬常磐学園に対する寄附金

学校法人太南学園に対する寄附金

学校法人東桜学園に対する寄附金

学校法人新田学園に対する寄附金

学校法人ハマダ学園に対する寄附金

学校法人ひかり学園に対する寄附金

学校法人宝泉学園に対する寄附金

学校法人宝泉北学園に対する寄附金

学校法人瑞穂学園に対する寄附金

学校法人豊学園に対する寄附金

学校法人和香学園に対する寄附金

学校法人若葉幼稚園に対する寄附金

準学校法人太田アカデミーに対する寄附金

準学校法人平成学園に対する寄附金
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沼田市 学校法人櫛渕学園に対する寄附金

学校法人恵泉学園に対する寄附金

学校法人沼田幼稚園に対する寄附金

館林市 学校法人関東学園に対する寄附金

学校法人光楽学園に対する寄附金

学校法人富士学園に対する寄附金

渋川市 学校法人白ばらリズム学園に対する寄附金

学校法人奈良原学園に対する寄附金

藤岡市 学校法人愛光学園に対する寄附金

学校法人門屋学園に対する寄附金

学校法人共立学園に対する寄附金

学校法人清和学園に対する寄附金

学校法人泰明学園に対する寄附金

学校法人田沼学園に対する寄附金

富岡市 学校法人榎本学園に対する寄附金

学校法人光の子学園に対する寄附金

学校法人むつぎ学園に対する寄附金

学校法人龍光寺学園に対する寄附金

安中市 学校法人安中二葉幼稚園に対する寄附金

学校法人赤心幼稚園に対する寄附金

学校法人新島学園に対する寄附金

学校法人東横野学園に対する寄附金

みどり市 学校法人桐丘学園に対する寄附金

学校法人南光寺学園に対する寄附金

学校法人マイトリー学園に対する寄附金

北群馬郡吉岡町 学校法人栗原学園に対する寄附金

吾妻郡中之条町 学校法人白根開善学校に対する寄附金

利根郡みなかみ町 学校法人建明寺学園に対する寄附金

佐波郡玉村町 学校法人玉村学園に対する寄附金

邑楽郡板倉町 学校法人稲良学園に対する寄附金

学校法人陽光学園に対する寄附金

邑楽郡大泉町 学校法人河上学園に対する寄附金

学校法人松原学園に対する寄附金

学校法人三吉学園に対する寄附金

東京都千代田区 学校法人大原学園に対する寄附金
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東京都文京区 学校法人東洋大学に対する寄附金

東京都大田区 学校法人聖フランシスコ学園に対する寄附金

東京都世田谷区 学校法人東京農業大学に対する寄附金

東京都豊島区 学校法人茶屋四郎次郎記念学園に対する寄附金

条例第37条の３第１項第９号に掲げ 前橋市 社会福祉法人あいに対する寄附金
る寄附金

社会福祉法人あおい会に対する寄附金

社会福祉法人あおぎり会に対する寄附金

社会福祉法人あかぎの響に対する寄附金

社会福祉法人あゆみ会に対する寄附金

社会福祉法人育恵会に対する寄附金

社会福祉法人一真会に対する寄附金

社会福祉法人永寿会に対する寄附金

社会福祉法人大胡至聖会に対する寄附金

社会福祉法人おおどり会に対する寄附金

社会福祉法人かすかわ会に対する寄附金

社会福祉法人鐘の鳴る丘愛誠会に対する寄附金

社会福祉法人鎌倉会に対する寄附金

社会福祉法人上川会に対する寄附金

社会福祉法人菊水会に対する寄附金

社会福祉法人吉弘会に対する寄附金

社会福祉法人協同福祉会に対する寄付金

社会福祉法人清水の会に対する寄附金

社会福祉法人栗ノ木会に対する寄附金

社会福祉法人群馬いのちの電話に対する寄附金

社会福祉法人群馬県三友会に対する寄附金

社会福祉法人群馬県社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人群馬県社会福祉事業団に対する寄附金

社会福祉法人群馬厚生会に対する寄附金

社会福祉法人ぐんま福祉会に対する寄附金

社会福祉法人恵風会に対する寄附金

社会福祉法人光塩会に対する寄附金

社会福祉法人視覚障害者福祉会に対する寄附金

社会福祉法人しののめ会に対する寄附金

社会福祉法人下川会に対する寄附金

社会福祉法人照隅会に対する寄附金
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社会福祉法人浄土福祉会に対する寄附金

社会福祉法人上毛愛隣社に対する寄附金

社会福祉法人巣立ちの杜に対する寄附金

社会福祉法人すてっぷに対する寄附金

社会福祉法人清栄会に対する寄附金

社会福祉法人清香会に対する寄附金

社会福祉法人前光会に対する寄附金

社会福祉法人大乗福祉会に対する寄附金

社会福祉法人大宝会に対する寄附金

社会福祉法人滝川会に対する寄附金

社会福祉法人田口悠々の里に対する寄附金

社会福祉法人たちばな会に対する寄附金

社会福祉法人中央大橋福祉会に対する寄附金

社会福祉法人徳育会に対する寄附金

社会福祉法人日輪に対する寄附金

社会福祉法人はーとわーくに対する寄附金

社会福祉法人はとの会に対する寄附金

社会福祉法人一越会に対する寄附金

社会福祉法人富士見会に対する寄附金

社会福祉法人ふたば会に対する寄附金

社会福祉法人芙蓉会に対する寄附金

社会福祉法人平成会に対する寄附金

社会福祉法人芳善会に対する寄附金

社会福祉法人前橋あそか会に対する寄附金

社会福祉法人前橋市社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人前橋至道会に対する寄附金

社会福祉法人みずほ会に対する寄附金

社会福祉法人みやぎ会に対する寄附金

社会福祉法人三山黎明会に対する寄附金

社会福祉法人桃木会に対する寄附金

社会福祉法人ゆずりは会に対する寄附金

社会福祉法人陽光会に対する寄附金

社会福祉法人養心会に対する寄附金

社会福祉法人緑風会に対する寄附金

社会福祉法人若駒会に対する寄附金
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社会福祉法人若宮会に対する寄附金

社会福祉法人ほたか会に対する寄附金

高崎市 社会福祉法人愛育会に対する寄附金

社会福祉法人愛善会に対する寄附金

社会福祉法人石原保育会に対する寄附金

社会福祉法人一隅会に対する寄附金

社会福祉法人いづみ会に対する寄附金

社会福祉法人いのかわ会に対する寄附金

社会福祉法人恵林に対する寄附金

社会福祉法人大平台会に対する寄附金

社会福祉法人沖町会に対する寄附金

社会福祉法人おひさま福祉会に対する寄附金

社会福祉法人小祝会に対する寄附金

社会福祉法人岳雄会に対する寄附金

社会福祉法人和美会に対する寄附金

社会福祉法人観音福祉会に対する寄附金

社会福祉法人涵養会に対する寄附金

社会福祉法人希望館に対する寄附金

社会福祉法人玉泉会に対する寄附金

社会福祉法人清水会に対する寄附金

社会福祉法人金陽会に対する寄附金

社会福祉法人金鈴会に対する寄附金

社会福祉法人ぐんぐんに対する寄附金

社会福祉法人慶康会に対する寄附金

社会福祉法人敬章会に対する寄附金

社会福祉法人健生会に対する寄附金

社会福祉法人宏志会に対する寄附金

社会福祉法人恒星会に対する寄附金

社会福祉法人光徳会に対する寄附金

社会福祉法人滉洋会に対する寄附金

社会福祉法人幸養の会に対する寄附金

社会福祉法人康龍会に対する寄附金

社会福祉法人国府会に対する寄附金

社会福祉法人三宝会に対する寄附金

社会福祉法人勝栄会に対する寄附金



- 14 -

社会福祉法人正覚会に対する寄附金

社会福祉法人浄生福祉会に対する寄附金

社会福祉法人城和会に対する寄附金

社会福祉法人白菊会に対する寄附金

社会福祉法人白百合会に対する寄附金

社会福祉法人仁愛会に対する寄附金

社会福祉法人伸晃会に対する寄附金

社会福祉法人新生会に対する寄附金

社会福祉法人榛桐会に対する寄附金

社会福祉法人仁徳会に対する寄附金

社会福祉法人しんまち元気村に対する寄附金

社会福祉法人榛和会に対する寄附金

社会福祉法人瑞光会に対する寄附金

社会福祉法人すずの会に対する寄附金

社会福祉法人清光会に対する寄附金

社会福祉法人青風舎に対する寄附金

社会福祉法人青嵐会に対する寄附金

社会福祉法人全林福祉会に対する寄附金

社会福祉法人タービュランス福祉会に対する寄附金

社会福祉法人大盛会に対する寄附金

社会福祉法人太陽福祉会に対する寄附金

社会福祉法人高崎高徳会に対する寄附金

社会福祉法人高崎市社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人高崎福祉会に対する寄附金

社会福祉法人高崎福祉倶楽部に対する寄附金

社会福祉法人高崎立志会に対する寄附金

社会福祉法人高関保育会に対する寄附金

社会福祉法人玉樹会に対する寄附金

社会福祉法人多聞会に対する寄附金

社会福祉法人長豊会に対する寄附金

社会福祉法人つくし会に対する寄附金

社会福祉法人鉄南会に対する寄附金

社会福祉法人桃源会に対する寄附金

社会福祉法人トモロに対する寄附金

社会福祉法人長野会に対する寄附金
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社会福祉法人二之沢愛育会に対する寄附金

社会福祉法人二之沢真福会に対する寄附金

社会福祉法人如意輪会に対する寄附金

社会福祉法人白水会に対する寄附金

社会福祉法人白洞社に対する寄附金

社会福祉法人鉢の木会に対する寄附金

社会福祉法人塙会に対する寄附金

社会福祉法人浜川会に対する寄附金

社会福祉法人はるな郷に対する寄附金

社会福祉法人日枝会に対する寄附金

社会福祉法人聖会に対する寄附金

社会福祉法人双葉会に対する寄附金

社会福祉法人プライムに対する寄附金

社会福祉法人フランシスコの町に対する寄附金

社会福祉法人放光会に対する寄附金

社会福祉法人豊生会に対する寄附金

社会福祉法人マグノリアニセンに対する寄附金

社会福祉法人まこと会に対する寄附金

社会福祉法人三喜会に対する寄附金

社会福祉法人みどの福祉会に対する寄附金

社会福祉法人三山会に対する寄附金

社会福祉法人明珠会に対する寄附金

社会福祉法人山名双葉福祉会に対する寄附金

社会福祉法人夢に対する寄附金

社会福祉法人ようざん会に対する寄附金

社会福祉法人吉栄会に対する寄附金

社会福祉法人利済会に対する寄附金

社会福祉法人蓮華保育会に対する寄附金

社会福祉法人若竹会に対する寄附金

社会福祉法人若葉福祉会に対する寄附金

社会福祉法人さくら会に対する寄附金

桐生市 社会福祉法人赤城の家に対する寄附金

社会福祉法人あららぎ会に対する寄附金

社会福祉法人ヴェルファーデンに対する寄附金

社会福祉法人梅田福祉会に対する寄附金
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社会福祉法人雲祥会に対する寄附金

社会福祉法人大蔵会に対する寄附金

社会福祉法人絹乃会に対する寄附金

社会福祉法人桐の実会に対する寄附金

社会福祉法人桐生市社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人桐生牧人会に対する寄附金

社会福祉法人桐生療育双葉会に対する寄附金

社会福祉法人広済会に対する寄附金

社会福祉法人光性会に対する寄附金

社会福祉法人広徳会に対する寄附金

社会福祉法人光明会に対する寄附金

社会福祉法人三和会に対する寄附金

社会福祉法人紫苑会に対する寄附金

社会福祉法人聖母カテキスタ会に対する寄附金

社会福祉法人青龍会に対する寄附金

社会福祉法人大雄会に対する寄附金

社会福祉法人泰和会に対する寄附金

社会福祉法人たかぞの会に対する寄附金

社会福祉法人徳昌会に対する寄附金

社会福祉法人仁田山親和会に対する寄附金

社会福祉法人ひまわり会に対する寄附金

社会福祉法人福栄会に対する寄附金

社会福祉法人普門会に対する寄附金

社会福祉法人プライエムに対する寄附金

社会福祉法人邦知会に対する寄附金

社会福祉法人峰悠会に対する寄附金

社会福祉法人和敬会に対する寄附金

社会福祉法人和順会に対する寄附金

社会福祉法人わたらせ会に対する寄附金

社会福祉法人ビハーラに対する寄附金

伊勢崎市 社会福祉法人間野谷福祉の会に対する寄附金

社会福祉法人赤堀・東福祉会に対する寄附金

社会福祉法人鐙会に対する寄附金

社会福祉法人育明会に対する寄附金

社会福祉法人伊勢崎かしま会に対する寄附金
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社会福祉法人伊勢崎市愛のはぐるま会に対する寄附
金

社会福祉法人伊勢崎市社会福祉協議会に対する寄附
金

社会福祉法人伊勢崎ときわ会に対する寄附金

社会福祉法人伊勢崎明和会に対する寄附金

社会福祉法人いなり山会に対する寄附金

社会福祉法人植木会に対する寄附金

社会福祉法人植竹会に対する寄附金

社会福祉法人おおぎだに対する寄附金

社会福祉法人樫の木に対する寄附金

社会福祉法人キャッチジャパンに対する寄附金

社会福祉法人グリーンフィンガーズに対する寄附金

社会福祉法人桑の実福祉会に対する寄附金

社会福祉法人宏池会に対する寄附金

社会福祉法人ことぶきに対する寄附金

社会福祉法人寿会に対する寄附金

社会福祉法人蚕の群に対する寄附金

社会福祉法人さかい福祉会に対する寄附金

社会福祉法人淳尚会に対する寄附金

社会福祉法人城東会に対する寄附金

社会福祉法人松風会に対する寄附金

社会福祉法人真光福祉会に対する寄附金

社会福祉法人千祥会に対する寄附金

社会福祉法人田部井福祉会に対する寄附金

社会福祉法人つくし会に対する寄附金

社会福祉法人刀水会に対する寄附金

社会福祉法人豊受会に対する寄附金

社会福祉法人和会に対する寄附金

社会福祉法人那波会に対する寄附金

社会福祉法人パトリアに対する寄附金

社会福祉法人一葉に対する寄附金

社会福祉法人日乃出会に対する寄附金

社会福祉法人ひまわり会に対する寄附金

社会福祉法人報恩福祉会に対する寄附金

社会福祉法人法福福祉会に対する寄附金
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社会福祉法人まがたま会に対する寄附金

社会福祉法人松の実会に対する寄附金

社会福祉法人みづき会に対する寄附金

社会福祉法人三友会に対する寄附金

社会福祉法人宮郷会に対する寄附金

社会福祉法人明清会に対する寄附金

社会福祉法人めざめ会に対する寄附金

社会福祉法人茂呂会に対する寄附金

社会福祉法人やよい福祉会に対する寄附金

社会福祉法人黎明会に対する寄附金

社会福祉法人若草会に対する寄附金

太田市 社会福祉法人愛育会に対する寄附金

社会福祉法人愛光会に対する寄附金

社会福祉法人愛和会に対する寄附金

社会福祉法人あすなろ会に対する寄附金

社会福祉法人アルカディアに対する寄附金

社会福祉法人育美会に対する寄附金

社会福祉法人太田市社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人太田松翠会に対する寄附金

社会福祉法人親孝行の里に対する寄附金

社会福祉法人金山会に対する寄附金

社会福祉法人木崎育援会に対する寄付金

社会福祉法人吉祥会に対する寄附金

社会福祉法人敬友会に対する寄附金

社会福祉法人見性会に対する寄附金

社会福祉法人晃栄会に対する寄附金

社会福祉法人三晃福祉会に対する寄附金

社会福祉法人慈運会に対する寄附金

社会福祉法人至誠会に対する寄附金

社会福祉法人秋千会に対する寄附金

社会福祉法人寿恵会に対する寄附金

社会福祉法人翔龍会に対する寄附金

社会福祉法人仁泉会に対する寄附金

社会福祉法人仁和会に対する寄附金

社会福祉法人清花会に対する寄附金
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社会福祉法人泉寿会に対する寄附金

社会福祉法人善美会に対する寄附金

社会福祉法人大樹会に対する寄附金

社会福祉法人智灯会に対する寄附金

社会福祉法人長楽福祉会に対する寄附金

社会福祉法人つくし会に対する寄附金

社会福祉法人桃花会に対する寄附金

社会福祉法人同仁会に対する寄附金

社会福祉法人東毛会に対する寄附金

社会福祉法人ときわ福祉会に対する寄附金

社会福祉法人徳志会に対する寄附金

社会福祉法人鳥の里会に対する寄附金

社会福祉法人鳥山会に対する寄附金

社会福祉法人ならの実会に対する寄附金

社会福祉法人新田愛和会に対する寄附金

社会福祉法人博愛会に対する寄附金

社会福祉法人花輪光明会に対する寄附金

社会福祉法人福育会に対する寄附金

社会福祉法人福晃会に対する寄附金

社会福祉法人ふくじゅ会に対する寄附金

社会福祉法人福寿会に対する寄附金

社会福祉法人福智会に対する寄附金

社会福祉法人藤の実会に対する寄附金

社会福祉法人プレジールに対する寄附金

社会福祉法人正元会に対する寄附金

社会福祉法人圓会に対する寄附金

社会福祉法人緑会に対する寄附金

社会福祉法人明光会に対する寄附金

社会福祉法人毛里田睦会に対する寄附金

社会福祉法人杜の舎に対する寄附金

社会福祉法人藪塚本町互助会に対する寄附金

社会福祉法人緑伸会に対する寄附金

社会福祉法人わかば会に対する寄附金

社会福祉法人和合会に対する寄附金

社会福祉法人愛心会に対する寄附金
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沼田市 社会福祉法人桔梗会に対する寄附金

社会福祉法人久仁会に対する寄附金

社会福祉法人熊の子会に対する寄附金

社会福祉法人寿光会に対する寄附金

社会福祉法人シンエイ会に対する寄附金

社会福祉法人ちぐさに対する寄附金

社会福祉法人とね虹の会に対する寄付金

社会福祉法人沼田市社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人恵会に対する寄附金

社会福祉法人横塚福祉会に対する寄附金

館林市 社会福祉法人光生会に対する寄附金

社会福祉法人聖ルカ会に対する寄附金

社会福祉法人全仁会に対する寄附金

社会福祉法人館林市社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人館林双葉会に対する寄附金

社会福祉法人ひかり会に対する寄附金

社会福祉法人宝寿会に対する寄附金

社会福祉法人ポプラ会に対する寄附金

社会福祉法人まつ葉の会に対する寄附金

社会福祉法人山びこ会に対する寄附金

渋川市 社会福祉法人赤城会に対する寄附金

社会福祉法人永光会に対する寄附金

社会福祉法人春日園に対する寄附金

社会福祉法人北渋川福祉会に対する寄附金

社会福祉法人橘風会に対する寄附金

社会福祉法人玉輪会に対する寄附金

社会福祉法人けやき福祉会に対する寄附金

社会福祉法人コスモス福祉会に対する寄附金

社会福祉法人子持山福祉会に対する寄附金

社会福祉法人三愛荘に対する寄附金

社会福祉法人渋川市社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人松寿会に対する寄附金

社会福祉法人しろく福祉会に対する寄附金

社会福祉法人誠光会に対する寄附金

社会福祉法人高嶺会に対する寄附金
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社会福祉法人西原会に対する寄附金

社会福祉法人パースの森に対する寄附金

社会福祉法人平和福祉会に対する寄附金

社会福祉法人北橘双葉会に対する寄附金

社会福祉法人行幸田福祉会に対する寄附金

社会福祉法人恵の園に対する寄附金

社会福祉法人緑心会に対する寄附金

藤岡市 社会福祉法人あかつき会に対する寄附金

社会福祉法人稲荷福祉会に対する寄附金

社会福祉法人かんな会に対する寄附金

社会福祉法人共栄会に対する寄附金

社会福祉法人源性会に対する寄附金

社会福祉法人高源会に対する寄附金

社会福祉法人光徳会に対する寄附金

社会福祉法人金光福祉会に対する寄附金

社会福祉法人山紫会に対する寄附金

社会福祉法人三名会に対する寄附金

社会福祉法人潤青会に対する寄附金

社会福祉法人伸和会に対する寄附金

社会福祉法人すぎな会に対する寄附金

社会福祉法人清流会に対する寄附金

社会福祉法人青和会に対する寄附金

社会福祉法人栴檀双葉会に対する寄附金

社会福祉法人地の塩会に対する寄附金

社会福祉法人九十九会に対する寄附金

社会福祉法人藤岡市社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人藤野園に対する寄附金

社会福祉法人幹の会に対する寄附金

社会福祉法人みさと会に対する寄附金

社会福祉法人美土里会に対する寄附金

社会福祉法人みやび会に対する寄附金

社会福祉法人友愛会に対する寄附金

社会福祉法人龍峰会に対する寄附金

社会福祉法人良信会に対する寄附金

富岡市 社会福祉法人愛友会に対する寄附金
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社会福祉法人育栄会に対する寄附金

社会福祉法人一峰会に対する寄附金

社会福祉法人大桐会に対する寄附金

社会福祉法人かしの実会に対する寄附金

社会福祉法人甘楽育徳会に対する寄附金

社会福祉法人共生に対する寄附金

社会福祉法人グリムに対する寄附金

社会福祉法人恵済会に対する寄附金

社会福祉法人実源福祉会に対する寄附金

社会福祉法人上州水土舎に対する寄附金

社会福祉法人磨墨会に対する寄附金

社会福祉法人高太会に対する寄附金

社会福祉法人富岡市社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人富岡双葉会に対する寄附金

社会福祉法人富徳会に対する寄附金

社会福祉法人三山なかよし会に対する寄附金

社会福祉法人民善会に対する寄附金

社会福祉法人悠仁会に対する寄附金

社会福祉法人緑陽会に対する寄附金

安中市 社会福祉法人秋間福祉会に対する寄附金

社会福祉法人安中市社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人あんなか福祉会に対する寄附金

社会福祉法人育誠会に対する寄附金

社会福祉法人岩野谷福祉会に対する寄附金

社会福祉法人碓氷福祉会に対する寄附金

社会福祉法人グリーントープに対する寄附金

社会福祉法人後閑あさひ福祉会に対する寄附金

社会福祉法人白鳩会に対する寄附金

社会福祉法人すこやかに対する寄附金

社会福祉法人崇徳会に対する寄附金

社会福祉法人遠丸福祉会に対する寄附金

社会福祉法人常磐会に対する寄附金

社会福祉法人のぞみに対する寄附金

社会福祉法人光の里に対する寄附金

社会福祉法人松井田福祉会に対する寄附金
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社会福祉法人美山会に対する寄附金

社会福祉法人横野すみれ会に対する寄附金

社会福祉法人立正会に対する寄附金

社会福祉法人和光会に対する寄附金

社会福祉法人簗瀬福祉会に対する寄附金

みどり市 社会福祉法人あおぞら会に対する寄附金

社会福祉法人あざ美会に対する寄附金

社会福祉法人柏に対する寄附金

社会福祉法人希望の家に対する寄附金

社会福祉法人ことぶき会に対する寄附金

社会福祉法人清鳳会に対する寄附金

社会福祉法人チハヤ会に対する寄附金

社会福祉法人桃蹊会に対する寄附金

社会福祉法人みどり市社会福祉協議会に対する寄附
金

社会福祉法人美幸会に対する寄附金

社会福祉法人麦の芽会に対する寄附金

社会福祉法人有為会に対する寄附金

社会福祉法人ラ・クールに対する寄附金

社会福祉法人咲福祉会に対する寄附金

北群馬郡榛東村 社会福祉法人榛永会に対する寄附金

社会福祉法人榛栄会に対する寄附金

社会福祉法人榛正会に対する寄附金

社会福祉法人榛東村社会福祉協議会に対する寄附金

北群馬郡吉岡町 社会福祉法人薫英会に対する寄附金

社会福祉法人吉岡会に対する寄附金

社会福祉法人吉岡町社会福祉協議会に対する寄附金

多野郡上野村 社会福祉法人上野村社会福祉協議会に対する寄附金

多野郡神流町 社会福祉法人神流町社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人ペレンナトリリアムに対する寄附金

甘楽郡下仁田町 社会福祉法人青倉会に対する寄附金

社会福祉法人しもにた会に対する寄附金

社会福祉法人下仁田町社会福祉協議会に対する寄附
金

社会福祉法人馬山会に対する寄附金

甘楽郡南牧村 社会福祉法人あらふね会に対する寄附金
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社会福祉法人南牧会に対する寄附金

社会福祉法人南牧村社会福祉協議会に対する寄附金

甘楽郡甘楽町 社会福祉法人かんら会に対する寄附金

社会福祉法人甘楽町社会福祉協議会に対する寄附金

吾妻郡中之条町 社会福祉法人春風会に対する寄附金

社会福祉法人崇山会に対する寄附金

社会福祉法人中之条町社会福祉協議会に対する寄附
金

社会福祉法人萌希の丘に対する寄附金

吾妻郡長野原町 社会福祉法人長野原町社会福祉協議会に対する寄附
金

社会福祉法人にしあがつま福祉会に対する寄附金

吾妻郡嬬恋村 社会福祉法人嬬恋村社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人のどかに対する寄附金

吾妻郡草津町 社会福祉法人草津町社会福祉協議会に対する寄附金

吾妻郡高山村 社会福祉法人高山村社会福祉協議会に対する寄附金

吾妻郡東吾妻町 社会福祉法人愛星会に対する寄附金

社会福祉法人オリヂンの村に対する寄附金

社会福祉法人東吾妻町社会福祉協議会に対する寄附
金

利根郡片品村 社会福祉法人尾瀬長寿会に対する寄附金

社会福祉法人片品村社会福祉協議会に対する寄附金

利根郡川場村 社会福祉法人川場村社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人笹の芽会に対する寄附金

利根郡昭和村 社会福祉法人子育会に対する寄附金

社会福祉法人昭和村社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人昭和ゆたか会に対する寄附金

社会福祉法人なごみの杜に対する寄附金

社会福祉法人北毛清流会に対する寄附金

利根郡みなかみ町 社会福祉法人志純会に対する寄附金

社会福祉法人三国塩原会に対する寄附金

社会福祉法人三峰会に対する寄附金

社会福祉法人みなかみ町社会福祉協議会に対する寄
附金

佐波郡玉村町 社会福祉法人玉風会に対する寄附金

社会福祉法人グリーンハートに対する寄附金

社会福祉法人玉村町社会福祉協議会に対する寄附金
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邑楽郡板倉町 社会福祉法人板倉町社会福祉協議会に対する寄附金

邑楽郡明和町 社会福祉法人新橋会に対する寄附金

社会福祉法人明和町社会福祉協議会に対する寄附金

邑楽郡千代田町 社会福祉法人千代田町社会福祉協議会に対する寄附
金

社会福祉法人千代の会に対する寄附金

社会福祉法人もくせい会に対する寄附金

邑楽郡大泉町 社会福祉法人泉会に対する寄附金

社会福祉法人大泉町社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人協栄会に対する寄附金

社会福祉法人幸会に対する寄附金

社会福祉法人豊延会に対する寄附金

社会福祉法人三吉に対する寄附金

邑楽郡邑楽町 社会福祉法人邑楽町社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人邑友会に対する寄附金

社会福祉法人館邑会に対する寄附金

社会福祉法人こころみの会に対する寄附金

社会福祉法人飛翔会に対する寄附金

埼玉県入間市 社会福祉法人あすみ福祉会に対する寄附金

東京都港区 社会福祉法人恩賜財団済生会に対する寄附金

長崎県雲仙市 社会福祉法人赤い鳥保育会に対する寄附金

条例第37条の３第１項第10号に掲げ 前橋市 更生保護法人群馬県更生保護協会に対する寄附金
る寄附金

更生保護法人群馬県仏教保護会に対する寄附金

２ 条例第37条の３第１項第12号に規定する寄附金

次の表に掲げる認定特定非営利活動法人に対するもの（同表に掲げる認定の有効期間内

に支出したものに限る。）

主たる事務所の所在地 法人の名称 認定の有効期間

前橋市 特定非営利活動法人アジア核医学フ 令和４年５月16日から令和９年５月
ォーラム 15日まで

特定非営利活動法人かけはし 平成28年11月16日から令和３年11月
15日まで

特定非営利活動法人バイオフォーラ 平成30年８月１日から令和５年７月
ム 31日まで

特定非営利活動法人ひこばえ 令和４年３月16日から令和９年３月
15日まで

高崎市 特定非営利活動法人ケアサポート・ 平成26年７月１日から令和元年６月
愛 30日まで
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特定非営利活動法人じゃんけんぽん 令和４年８月17日から令和９年８月
16日まで

特定非営利活動法人ソフトボール・ 令和４年２月16日から令和９年２月
ドリーム 15日まで

特定非営利活動法人難聴者支援セン 令和元年10月１日から令和６年９月
ター 30日まで

特定非営利活動法人ハートフル 平成26年７月16日から令和元年７月
15日まで

特定非営利活動法人放射線医療国際 令和４年12月１日から令和９年11月
協力推進機構 30日まで

特定非営利活動法人ヘルスプロモー 令和元年10月１日から令和６年９月
ションセンター 30日まで

特定非営利活動法人中日本ＰＣＩ研 令和３年４月１日から令和８年３月
究会 31日まで

太田市 特定非営利活動法人すずらん 平成26年11月16日から令和元年11月
15日まで

渋川市 特定非営利活動法人いこい 令和４年11月16日から令和９年11月
15日まで

藤岡市 特定非営利活動法人ぽけっと 令和３年10月16日から令和８年10月
15日まで

富岡市 特定非営利活動法人富岡製糸場を愛 平成26年６月１日から令和元年５月
する会 31日まで

吾妻郡中之条町 特定非営利活動法人エプロンの会 平成26年２月１日から平成31年１月
地域福祉サービス 31日まで


