
控除対象寄附金に係る法人一覧

・社会福祉法人（224法人） ・国立大学法人（1法人） ・更生保護法人（2法人）

・学校法人（89法人） ・独立行政法人（8法人）

・民法法人（3法人） ・特殊法人（2法人）

法人名 代表者 運営施設名 郵便番号 所在地 電話番号
（社会福祉法人）

1 社会福祉法人佐賀市社会福祉協議会 石丸　義弘 〒849‐0915
佐賀市兵庫町藤木1006 - 1
ほほえみ館内

（0952）32‐6670
(0952) 32‐6665

2 社会福祉法人唐津市社会福祉協議会 大串　重幸 〒847‐0861
唐津市二夕子155 - 4
市高齢者ふれあい会館りふれ内

（0955）70‐2333
(0955) 70‐2338

青葉保育園 〒847-0861 唐津市二夕子1-8-46 （0955）72-4788
大島保育園 〒847-0871 唐津市東大島町2 （0955）72-5352
清和保育園 〒849-5122 唐津市浜玉町横田下1208 （0955）56-2184
佐志保育園 〒847-0114 唐津市佐志中通4010 （0955）72-3550
あけぼの保育園 〒847-0017 唐津市東唐津 三丁目6-30 （0955）72-2007
高島保育園 〒847-0027 唐津市高島881-1 （0955）72-4323
長松保育園 〒847-0821 唐津市町田一丁目4-3 （0955）72-4200
和多田保育園 〒847-0074 唐津市和多田先石8-1 （0955）72-6700

町田保育園 〒847-0821 唐津市町田三丁目10-6 （0955）72-5365
くりのみ保育園 〒847-0033 唐津市久里574番地 （0955）70-3610

3 社会福祉法人鳥栖市社会福祉協議会 沼田　幸彦 〒841‐0051
鳥栖市元町1228‐1
市社会福祉会館内

（0942）85‐3555
（0942）85‐3617

4 社会福祉法人多久市社会福祉協議会 古賀　正義 〒846‐0002
多久市北多久町大字小侍45‐31
市社会福祉会館内

（0952）75‐3593
（0952）75‐6590

5 社会福祉法人伊万里市社会福祉協議会 原口　正毅 〒848‐0045
伊万里市松島町391‐1
市民センター内

（0955）22‐3931
（0955）22‐3932

6 社会福祉法人武雄市社会福祉協議会 德永　正敏 〒849-2201 武雄市北方町志久1557
（0954）36‐5505
（0954）36‐3160

7 社会福祉法人鹿島市社会福祉協議会 馬場　謙吾 〒849‐1312
鹿島市大字納富分2643‐1
市老人福祉センター内

（0954）62‐2447
（0954）62‐3959

8 社会福祉法人小城市社会福祉協議会 江里口　秀次 〒845‐0021
小城市三日月町長神田2312‐6
小城市三日月農村環境改善センター内

（0952）72‐7989
（0952）72‐2348

9 社会福祉法人嬉野市社会福祉協議会 平野　重徳 〒849‐1411
嬉野市塩田町大字馬場下甲1967
塩田町老人福祉センター内

（0954）66‐9131
（0954）66‐9132

10 社会福祉法人神埼市社会福祉協議会 山口　三喜男 〒842‐0201 神埼市脊振町広滝532 - 1
（0952）59‐2227
（0952）59‐2273

11 社会福祉法人吉野ヶ里町社会福祉協議会 小池　淳 〒842‐0033
神埼郡吉野ヶ里町豆田1790
吉野ヶ里町三田川健康福祉センター
「ふれあい館」内

（0952）52‐7831
（0952）52‐7832

12 社会福祉法人基山町社会福祉協議会 小森　純一 〒841‐0204 三養基郡基山町大字宮浦160‐2
（0942）92‐3311
（0942）92‐3946

13 社会福祉法人上峰町社会福祉協議会 大川　紀男 〒849‐0122
三養基郡上峰町大字前牟田107‐2
おたっしゃ館内

（0952）52‐4930
（0952）52‐4932

14 社会福祉法人みやき町社会福祉協議会 末安　伸之 〒849‐0113 三養基郡みやき町大字東尾644
（0942）81‐6161
（0942）81‐6172

15 社会福祉法人玄海町社会福祉協議会 小山　榮治 〒847‐1421 東松浦郡玄海町大字諸浦109‐1
（0955）51‐3073
（0955）52‐3035

16 社会福祉法人有田町社会福祉協議会 岩永　正太 〒844‐0027
西松浦郡有田町南原甲664‐4
社協会館

（0955）41‐1315
（0955）41‐1316
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法人名 代表者 運営施設名 郵便番号 所在地 電話番号

17 社会福祉法人大町町社会福祉協議会 武村　弘正 〒849‐2101
杵島郡大町町大字大町5000
町総合福祉センター内

（0952）71‐3001
（0952）71‐3037

18 社会福祉法人江北町社会福祉協議会 田中　源一 〒849‐0501
杵島郡江北町大字山口2645‐1
町老人福祉センター内

（0952）86‐4317
（0952）86‐3845

19 社会福祉法人白石町社会福祉協議会 吉原　亮次 〒849‐1204
杵島郡白石町大字坂田275 - 1
町有明老人福祉センター内

（0954）65‐4386
（0954）65‐2103

20 社会福祉法人太良町社会福祉協議会 岩島　正昭 〒849‐1602
藤津郡太良町大字多良1‐17
総合福祉保健センター内

（0954）67‐0410
（0954）67‐1699

21 社会福祉法人佐賀県社会福祉協議会 指山　弘養 〒840‐0021
佐賀市鬼丸町7‐18
県社会福祉会館内

（0952）23‐2145
（0952）25‐2980

22 社会福祉法人愛の泉福祉会 池田　雅子 〒840-0054 佐賀市水ヶ江六丁目 12-1 （0952）26-0435
愛の泉幼稚園 〒840-0054 佐賀市朝日町7番42号 （0952）29-2345
愛の泉保育園 〒840-0054 佐賀市水ヶ江六丁目12-1 （0952）26-0435

23 社会福祉法人愛育福祉会 松本兼一郎 〒843-0022 武雄市武雄町大字武雄下碇石川6685－1 （0954）23－8466

かわのぼり保育園 〒843-0234 武雄市東川登町大字袴野16501 （0954）28-2515
ひまわり保育園 〒843-0022 武雄市武雄町大字武雄6685-2 （0954）23-8466

24 社会福祉法人朝日福祉会 岡本　裕子 〒843-0001 武雄市朝日町大字 甘久 2292 （0954）22-2875
朝日保育所 〒843-0001 武雄市朝日町大字甘久232 （0954）22-2875
朝日第二保育所 〒843-0002 武雄市朝日町大字中野6872 （0954）22-2882

25 社会福祉法人あさひ会 上尾央子 〒841-0073 鳥栖市江島町字西谷3300-1 (0942)84-3266
朝日山学園 〒841-0073 鳥栖市江島町字西谷3300-1 (0942)84-3266
ケアホームひまわり 〒841-0066 鳥栖市儀徳町2493 (0942)84-3267
ケアホームこすもす 〒841-0066 鳥栖市儀徳町西田2456 (0942)84-3268

26 社会福祉法人旭ヶ岡福祉会 指山　京子 旭ヶ岡保育園 〒849-1311 鹿島市大字 高津原399-1 （0954）63-0195
27 社会福祉法人旭福祉会 中島　富貴子 日新保育園 〒840-0853 佐賀市長瀬町2-18 （0952）26-9429
28 社会福祉法人芦刈福祉会 橋間　喬 芦刈保育園 〒849-0314 小城市芦刈町三王崎 345-2 （0952）66-4836
29 社会福祉法人明日香 金ヶ江利文 杉の子保育園 〒846-0002 多久市北多久町大字 小侍 238-1 （0952）74-3580
30 社会福祉法人アソカ福祉会 中村　一之 〒849-1311 鹿島市高津原641-1 （0954）62-2379

アソカ保育園 〒849-1311 鹿島市高津原641-1 （0954）62-2379
鹿島保育園 〒849-1313 鹿島市大字重ノ木甲313 （0954）62-3484

31 社会福祉法人あやめ会 近藤定信 〒847-0033 唐津市久里2073-2 (0955)78-2520
太陽社 〒847-0034 唐津市久里2073-3 (0955)78-2521
あやめ荘 〒847-0035 唐津市久里2404－1 （0955）78-2520
ひまわり荘 〒847-0036 唐津市久里2404－2 （0955）78-2521

32 社会福祉法人和泉ふたば保育園 釋　道寛 和泉ふたば保育園 〒849-0902 佐賀市久保泉町上和泉 1252-2 （0952）98-2809
33 社会福祉法人一行会 齊藤　全隆 なごや保育園 〒847-0401 唐津市鎮西町名護屋 694-1 （0955）82-1129
34 社会福祉法人伊万里敬愛会 小島　直樹 敬愛園 〒848-0123 伊万里市黒川町大黒川2201 (0955)27-2101

35 社会福祉法人伊万里福祉会 池田　忠夫 〒848-0045
伊万里市松島町391-1
伊万里市民センター内

（0955）22－3933

波多津保育園 〒848-0101 伊万里市波多津町辻499-108 （0955）25-0027
大川内保育園 〒848-0026 伊万里市大川内町丙2408－3 （0955）22-2451
みなみ保育園 〒848-0027 伊万里市立花町3366-9 （0955）23-1190
立花保育園 〒848-0027 伊万里市立花町1870-77 （0955）23-2090
ひまわり園 〒848-0028 伊万里市立花町3382-2 （0955）22-2861

36 社会福祉法人歌垣福祉会 副島　高義 歌垣之園 〒849-1114 杵島郡白石町馬洗2577-9 (0952）84-4000
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法人名 代表者 運営施設名 郵便番号 所在地 電話番号
37 社会福祉法人嬉野町社会事業助成会 濱村　國助 〒843-0302 嬉野市嬉野町大字下宿甲2088 （0954）43-2511

井手川内保育園 〒843-0302 嬉野市嬉野町大字下野甲1004-2 （0954）43-2091
吉田保育園 〒843-0303 嬉野市嬉野町大字吉田丁4808 （0954）43-9463
岩屋保育園 〒843-0304 嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲487-2 （0954）42-0509
下宿保育園 〒843-0301 嬉野市嬉野町大字下宿甲3913 （0954）42-2154
うれしの 〒843-0301 嬉野市嬉野町大字下宿甲2088 （0954）43-2511
春風荘 〒843-0301 嬉野市嬉野町大字下宿甲2088 （0954）43-2511
ショートステイうれしの 〒843-0301 嬉野市嬉野町大字下宿甲2088 （0954）43-2511
ヘルパーステーションうれしの 〒843-0301 嬉野市嬉野町大字下宿甲2088 （0954）43-2511

38 社会福祉法人栄生福祉会 中溝　易子 開成保育園 〒849-0932 佐賀市鍋島町大字 八戸溝 1578-1 （0952）36-6114
39 社会福祉法人大空福祉会 原口　豊秀 ワークピア天山 〒845-0014 小城市小城町晴気西福寺1787-2 (0952)72-6238
40 社会福祉法人大谷 谷口　李惠子 ひいらぎ 〒849-2342 武雄市武内町大字真手野26346 (0954)20-8001
41 社会福祉法人大里福祉会 吉岡　謙吾 大里保育園 〒848-0035 伊万里市二里町大里 乙 1577-2 （0955）23-3335
42 社会福祉法人小川島福祉会 吉川　正一 小川島保育園 〒847-0306 唐津市呼子町小川島 279 （0955）82-8016
43 社会福祉法人覚鑁会 谷口　邦夫 誕生院保育園 〒849-1312 鹿島市大字 納富分2011-2 （0954）62-0810
44 社会福祉法人かささぎ福祉会 河西龍太郎 〒849-0904 佐賀市金立町薬師丸1800-1 (0952)98-1915

かささぎの里 〒849-0905 佐賀市金立町薬師丸1800-2 (0952)98-1916
かささぎホーム久池井 〒840-0202 佐賀市大和町久池井二本松1530-4 (0952)98-1916
かささぎホームかがやき 〒849-0905 佐賀市金立町千布4300-1 (0952)98-1916
かささぎホームはばたき 〒849-0905 佐賀市金立町千布4300-2 (0952)98-1916

45 社会福祉法人春日保育園 小路　昇 春日保育園 〒840-0201 佐賀市大和町尼寺 1301 （0952）62-0062
46 社会福祉法人華頂福祉会 福岡　福麿 城南保育園 〒840-0023 佐賀市本庄町大字 袋 126-1 （0952）23-1912
47 社会福祉法人唐津福祉会 保利　喜英 〒847-0011 唐津市栄町2588-19 (0955)75-2521

栄荘 〒847-0011 唐津市栄町2588-19 (0955)75-2521
潮荘 〒847-0322 東松浦郡鎮西町大字打上3075-1 (0955)51-1130
岬荘 〒847-1527 東松浦郡肥前町大字鶴牧106-11 (0955)51-6160
浜玉荘 〒849-5123 東松浦郡浜玉町大字東山田2399 (0955)56-8711
作礼荘 〒849-3218 東松浦郡相知町大字中山3552 (0955)62-3903
作礼荘 〒849-3218 東松浦郡相知町大字中山3552 (0955)62-3903

48 社会福祉法人かりん会 滝　孝道 大久保保育園 〒849-4281 伊万里市東山代町大久保 4685-3 （0955）28-4624
49 社会福祉法人川原福祉会 田中　豊博 〒842-0103 神埼郡吉野ヶ里町大曲 3463-2 （0952）52-4083

くるみ保育園 〒842-0103 神埼郡吉野ヶ里町大曲3663-2 （0952）52-4083
さざんか園 〒842-0104 神埼郡吉野ヶ里町大曲3474 （0952）53-2877
石動 〒842-0102 神埼郡吉野ヶ里町石動西石動3210 （0952）53-5420

50 社会福祉法人川東福祉会 西岡　榮一 川東保育園 〒848-0032 伊万里市二里町大里 甲 1457-1 （0955）22-2716
51 社会福祉法人川副福祉会 池田　勉 みなみ保育園 〒840-2213 佐賀市川副町大字 鹿江 226 （0952）45-1313
52 社会福社法人川上保育園 桜木　種次 川上保育園 〒840-0214 佐賀市大和町大字 川上 5470-1 （0952）62-1603
53 社会福祉法人神埼保育園 石井　博 神埼保育園 〒842-0002 神埼市神埼町田道ヶ里 2575 （0952）52-3632

54 社会福祉法人紀水会 塚原　安紀子 〒849-0102
三養基郡みやき町大字蓑原字目明谷
4260

(0942)94-9211

なかばる紀水苑 〒849-0102
三養基郡みやき町大字蓑原字目明谷
4260

(0942)94-9211

55 社会福祉法人北方福祉会 禿井　隆信 志久保育園 〒849-2201 武雄市北方町大字 志久 3340-2 （0954）36-5015
56 社会福祉法人吉祥会 安藤　宣彦 湊保育園 〒847-0133 唐津市湊町 817 （0955）79-0625
57 社会福祉法人基山福祉会 楢崎　敏實 たんぽぽ保育園 〒841-0201 三養基郡基山町大字 小倉 805-1 （0942）92-0381
58 社会福祉法人久栄会 江頭　久治 〒842-0103 神埼郡吉野ヶ里町大曲3474-1 (0952)53-2877

さざんか園 〒842-0103 神埼郡吉野ヶ里町大曲3474-1 (0952)53-2877
59 社会福祉法人教證会 楠村　信英 わかき保育園 〒843-0151 武雄市若木町大字 川古 8086-1 （0954）26-2017
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法人名 代表者 運営施設名 郵便番号 所在地 電話番号
60 社会福祉法人共生会 森田　繁夫 〒849-1322 鹿島市浜町 甲3855-1 （0954）63-5062

共生保育園 〒849-1322 鹿島市浜町甲3855-1 （0954）63-5062
ブドウの園 〒849-1322 鹿島市浜町甲3870番地1

61 社会福祉法人清水福祉会 平松　克輝 〒845-0001 小城市小城町820 (0952)72-3165
清水園 〒845-0001 小城市小城町820 (0952)72-3165
蛍水荘 〒845-0001 小城市小城町814-1 (0952)72-1717
アミジア 〒845-0001 小城市小城町821-4 (0952)72-3187
恵光園 〒846-0012 多久市東多久町大字別府2820-1 (0952)76-2443

62 社会福祉法人清路会 祖岩　亨道 東与賀保育園チャイルドハウス 〒840-2223 佐賀市東与賀町大字飯盛 503-2 （0952）45-6300
63 社会福祉法人錦城会 霊山　啓二 打上保育園 〒847-0322 唐津市鎮西町打上 3417-5 （0955）82-3800
64 社会福祉法人くすのき 今川　猛 中央保育園 〒840-0047 佐賀市与賀町30-1 （0952）24-8021
65 社会福祉法人国見の里 福田喜一 伊万里作業所 〒846-0046 伊万里市大坪町丙1215-1 (0955)22-2985
66 社会福祉法人久原福祉会 髙木葉三郎 久原保育園 〒849-4256 伊万里市山代町久原 2964 （0955）28-2051
67 社会福祉法人久保田福祉会 川副　綾男 久保田保育園 〒849-0203 佐賀市久保田大字 新田 3320-１ （0952）68-2468
68 社会福祉法人久間子守福祉会 篭　法昭 久間子守保育園 〒849-1402 嬉野市塩田町大字 久間 乙1786-3 （0954）66-5568
69 社会福祉法人黒川福祉会 山口 登 たんぽぽ保育園 〒848-0123 伊万里市黒川町大黒川 1546-6 （0955）27-2443
70 社会福祉法人敬愛会 内田　康文 〒842-0301 佐賀市三瀬村三瀬38-1 (0952)56-2947

シルバーケア武雄 〒843-0001 武雄市朝日町大字甘久4269-28 （0954）22-2844
シルバーケア三瀬 〒842-0301 佐賀市三瀬村三瀬38-1 (0952)56-2947
シルバーケア吉野ヶ里 〒842-0031 神埼郡吉野ヶ里町吉田1493-1 (0952)55-6221

71 社会福祉法人健寿会 鮫島　　健 なごみ荘 〒840-0521 佐賀市富士町大字小副川562 (0952)64-2314
72 社会福祉法人健翔会 門司　　健 〒841-0018 鳥栖市田代本町924-1 (0942)84-5688

レインボー保育園 〒841-0014 鳥栖市桜町1434-1 （0942）84-0120
ひまわりの園 〒841-0018 鳥栖市田代本町924-1 (0942)84-5688
 コスモスの園 〒841-0018 鳥栖市田代本町924-1 (0942)84-5688

73 社会福祉法人光風会 古賀　重民 光風荘 〒849-1602 藤津郡太良町大字多良1849-9 (0954)67-2023
74 社会福祉法人光明会 江島　俊雄 若草保育園 〒849-1321 鹿島市古枝 甲1563-2 （0954）62-2834
75 社会福祉法人光明福祉会 中尾リツ子 脇野保育園 〒849-4274 伊万里市東山代町脇野 字 イボリ 4944-2 （0955）22-3226
76 社会福祉法人光明保育園 上田　光俊 光明保育園 〒840-0005 佐賀市蓮池町蓮池 282 （0952）97-0118
77 社会福祉法人幸生会 田代一茂 〒848-0023 伊万里市大坪町辻の前丙1158-1 (0955)22-9044

いまりの里 〒848-0023 伊万里市大坪町辻の前丙1158-1 (0955)22-9044
白野ホーム 〒848-002１ 伊万里市大坪町甲2776-1

78 社会福祉法人広行福祉会 福田　徳久 山本保育園 〒847-0002 唐津市山本 3213 （0955）78-0156
79 社会福祉法人高野会 山口　令子 こばと保育園 〒846-0023 多久市南多久町大字 長尾 3119-2 （0952）76-2027
80 社会福祉法人こころの故郷 酒井　智子 小部保育園 〒840-0053 佐賀市朝日町7-20 （0952）29-9595
81 社会福祉法人小桜福祉会 西山　是明 小桜保育園 〒842-0003 神埼市神埼町本堀 2565-1 （0952）52-3345
82 社会福祉法人巨勢保育園 藤瀬　芳子 巨勢保育園 〒840-0008 佐賀市巨勢町大字 牛島 425-12 （0952）26-4247
83 社会福祉法人ことじ会 池田　芳信 ことじ保育園 〒849-1312 鹿島市大字 納富分655-2 （0954）63-1335
84 社会福祉法人このめ会 古川義巳 〒843-0301 嬉野市嬉野町下宿甲2094-15 (0954)42-1380

このめの里 〒843-0301 嬉野市嬉野町下宿甲2094-15 (0954)42-1380
このめホーム 〒843-0301 嬉野市嬉野町下宿甲1512 (0954)42-1995

85 社会福祉法人小鳩福祉会 井上　一夫 小鳩の家保育園 〒843-0022 武雄市武雄町大字 武雄  字尾上 5248-1 （0954）22-2639
86 社会福祉法人こもれび会 松永　啓介 けやき荘 〒840-2201 佐賀市川副町大字福富828-1 (0952)45-5193

87 社会福祉法人佐賀清光園 西村　明純 佐賀清光園 〒840-0824 佐賀市呉服元町5-18
(0952)23-3295
(0952)29-9950

88 社会福祉法人佐賀いのちの電話 鮫島　　健 〒849-8691 佐賀北郵便局私書箱17号 (0952)34-4186
89 社会福祉法人佐賀キリスト教事業団 中村　司良 シオンの園 〒840-0213 佐賀市大和町大字久留間3865-1 (0952)62-5566
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90 社会福祉法人佐賀ライトハウス 中村　司良 〒840-0815 佐賀市天神1-4-16 (0952)29-6621

佐賀ライトハウス六星館 〒840-0816 佐賀市天神1-4-17 (0952)29-6622
佐賀県立点字図書館 〒840-0817 佐賀市天神1-4-18 (0952)29-6623

91 社会福祉法人佐賀春光園 碇　長吉 佐賀春光園 〒849-0101 三養基郡みやき町大字原古賀6994 (0942)94-2144
92 社会福祉法人佐賀整肢学園 中尾清一郎 〒849-0906 佐賀市金立町大字金立2215-27 (0952)98-2211

ひまわり園 〒849-0907 佐賀市金立町大字金立2215-28 (0952)98-2212
ひよこ教室 〒849-0906 佐賀市金立町大字金立2215-27 (0952)98-2211
たんぽぽ園アルトン 〒847-0001 唐津市双水2806 (0955)70-3580
まつぼっくり教室 〒849-0906 佐賀市金立町大字金立2215-27 (0952)98-2211
かんざき清流苑 〒842-0107 神埼市神崎町大字鶴2927-2 （0952）52-8890
オークス 〒849-0906 佐賀市金立町金立168-1 （0952）98-3770
からつ医療福祉センター久里双水園 〒847-0001 唐津市双水2806 （0955）70-3580

93 社会福祉法人佐賀西部コロニー 村井公道 〒849-1615 藤津郡太良町大浦乙1840-2 (0954)68-3211
昆虫の里 〒849-1615 藤津郡太良町大浦乙1840-2
多良岳作業所 〒849-1615 藤津郡太良町大浦乙1410-2
白石作業所 〒849-1113 杵島郡白石町福吉四本黒木1815-1

94 社会福祉法人佐賀中部会 荒木正文 はがくれ学園 〒849-0901 佐賀市久保泉町川久保4466-1 (0952)98-2575
95 社会福祉法人さくら会 角田　隆宣 〒840-0213 佐賀市大和町久留間3176－1 （0952）62-0720

さくらんぼ保育園 〒846-0041 多久市西多久町大字板屋6519-1 （0952）74-3358
ＳＡＫＵＲＡ 〒840-0213 佐賀市大和町久留間３１７６－１ （0952）62-0720

96 社会福祉法人佐代川福祉会 松永　虎太郎 さくら保育園 〒849-4261 伊万里市山代町立岩 390-13 （0955）28-3503
97 社会福祉法人慈愛会 澤野　武英 諸富保育園 〒840-2105 佐賀市諸富町大字 山領 465-1 （0952）47-2257
98 社会福祉法人椎原寿恵会 中川原　三和子 みどりヶ丘保育園 〒841-0084 鳥栖市山浦町 2621番地 （0942）83-1213
99 社会福祉法人慈恵会 坂田　秀子 〒845-0034 小城市三日月町大字甲柳原68-1 (0952)72-8011

鳳寿苑 〒845-0034 小城市三日月町大字甲柳原68-1 (0952)72-8011
鳳寿苑 〒845-0034 小城市三日月町大字甲柳原68-1 (0952)72-8484

100 社会福祉法人慈光会 岩永浩美 〒849-4101 西松浦郡有田町二ノ瀬1230-1 (0955)46-4770
あすなろの里 〒849-4101 西松浦郡有田町山内甲1230-1 (0955)46-4770
それいゆホームズ 〒849-4141 西松浦郡有田町二ノ瀬甲1250-1 (0955)41-2150
りんでんホームズ 〒844-0014 西松浦郡有田町戸矢乙614番地1 (0955)41-0500

101 社会福祉法人慈光福祉会 土井　一敏 鳴石保育園 〒849-4253 伊万里市山代町峰 6408-2 （0955）28-0524
102 社会福祉法人慈光保育園 原口　孝教 慈光保育園 〒841-0084 鳥栖市山浦町2208-1 （0942）85-2468
103 社会福祉法人慈山会 乗富　　智 〒849-0503 杵島郡江北町大字惣領分4153 (0952)86-5500

るんびに園 〒849-0503 杵島郡江北町大字惣領分4153 (0952)86-5500
104 社会福祉法人寿楽園 鹿毛　幸広 〒841-0203 三養基郡基山町大字園部2307 (0942)92-2626

寿楽園 〒841-0203 三養基郡基山町大字園部2307 (0942)92-2626
あおぞら 〒841-0203 三養基郡基山町大字園部2307 (0942)92-7411

105 社会福祉法人寿恵会 香田　安寿子 〒841-0076 鳥栖市平田町大字東前3106-23 (0942)82-2301
真心の園 〒841-0076 鳥栖市平田町大字東前3106-23 (0942)82-2301
花みず木 〒841-0076 鳥栖市平田町大字東前3106-8 (0942)81-1660

106 社会福祉法人秀桜会 井手利光 みどり保育園 〒846-0012 多久市東多久町大字 別府 5487-3 （0952）76-2216
107 社会福祉法人春陽会 上村　春甫 春庵 〒849-0931 佐賀市鍋島町大字蛎久1313 (0952)31-0711
108 社会福祉法人尚賢保育園 中臣　一興 尚賢保育園 〒849-0931 佐賀市鍋島町蛎久 312-3 （0952）30-6664
109 社会福祉法人松濤福祉会 川下　吉隆 松濤保育園 〒849-1612 藤津郡太良町大浦 丁1706-20 （0954）68-3354
110 社会福祉法人祥楓会 吉田　梅次 〒842-0107 神埼市神埼町鶴2935-2 (0955)55-8111

みなと園 〒847-0133 唐津市湊町4290番地1 (0955)51-7200
翠晃 〒842-0107 神埼市神埼町鶴2935-2 (0952)55-8111
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111 社会福祉法人城北児童福祉会 福田　昭春 〒849-0922 佐賀市高木瀬東六丁目 10-32 （0952）30-7363

城北保育園 〒849-0922 佐賀市高木瀬東六丁目10-32 （0952）30-7363
兵庫保育園 〒849-0912 佐賀市兵庫町大字瓦町1096-1 （0952）27-0820
あおぞら保育園 〒849-0915 佐賀市兵庫町大字藤木1465-2 （0952）30-7372

112 社会福祉法人常安会 陽向　宗俊 〒847-1201 唐津市北波多徳須恵 365-4 （0955）64-2782
北波多保育園 〒847-1201 唐津市北波多徳須恵365 （0955）64-2782
北波多第二保育園 〒847-1202 唐津市北波多田中639-1 （0955）64-2710

113 社会福祉法人浄元福祉会 原田　量英 〒849-4105 西松浦郡有田町曲川丙439 （0955）46－2666
あかさかルンビニー保育園 〒844-0024 西松浦郡有田町赤坂2351-192 （0955）41-1040
平成保育園 〒849-4172 西松浦郡有田町下本丙439 （0955）46-2666

114 社会福祉法人浄土福祉会 熊谷　靖彦 本應寺保育園 〒849-1411 嬉野市塩田町大字 馬場下 甲711-1 （0954）66-3300
115 社会福祉法人正覚福祉会 松本　靖男 七浦保育園 〒849-1323 鹿島市大字 音成乙 1817-2 （0954）63-1401
116 社会福祉法人正和福祉会 加藤　元章 芳華保育園 〒849-2304 武雄市山内町大字 大野 7099-6 （0954）45-2226
117 社会福祉法人新栄保育園 高田　禎子 新栄保育園 〒840-0857 佐賀市鍋島町大字 八戸 1064 （0952）24-7700
118 社会福祉法人新光会 大宅　修 山内保育園 〒849-2302 武雄市山内町大字 鳥海 9681-1 （0954）45-2056
119 社会福祉法人真栄会 中下　眞二 〒842-0061 神埼市千代田町詫田983 (0952)44-4411

こすもす苑 〒842-0061 神埼市千代田町詫田983 (0952)44-4411
ゆとり 〒842-0061 神埼市千代田町詫田983 (0952)44-4411

120 社会福祉法人真行寺福祉会 小林　和良 ひかり保育園 〒847-1214 唐津市北波多稗田 1889-4 （0955）64-2418
121 社会福祉法人親和福祉会 宮崎　文也 親和保育園 〒849-5122 唐津市浜玉町横田下  1208 （0955）56-2184
122 社会福祉法人尋源会 大友　法文 西唐津保育園 〒847-0875 唐津市西唐津一丁目6311 0955）73-6397
123 社会福祉法人スプリングひびき 山中直人 〒849-0901 佐賀市久保泉町川久保832 (0952)98-3268
124 社会福祉法人済昭園 小佐々　國子 〒849-1425 嬉野市塩田町大字五町田甲3443 (0954)66-2509

（養護老人）済昭園 〒849-1425 嬉野市塩田町大字五町田甲3443 (0954)66-2509
（特養）済昭園 〒849-1425 嬉野市塩田町大字五町田甲3432-3 (0954)66-4301
済昭園・清涼館 〒849-1425 嬉野市塩田町大字五町田甲77 (0954)66-9023
（児養）済昭園 〒849-1425 嬉野市塩田町大字五町田甲3443 （0954）66-2138
（ケアハウス）和泉式部の里 〒849-1425 嬉野市塩田町大字五町田甲3443 (0954)66-3070

125 社会福祉法人晴寿会 合瀬　克明 晴寿園 〒849-0922 佐賀市高木瀬東4-1-5 (0952)30-1165
126 社会福祉法人聖仁会 福嶋　博愛 すみれ園 〒849-2102 杵島郡大町町大字福母3031-1 (0952)82-3311
127 社会福祉法人聖母の騎士会 木原　久子 〒840-0202 佐賀市大和町久池井1386-2 (0952)62-8325

聖母保育園 〒847-0405 唐津市鎮西町馬渡島588 （0955）82-9022
殿の浦愛児園 〒847-0304 唐津市呼子町殿ノ浦1837-1 （0955）82-2932
ロザリオの園 〒840-0202 佐賀市大和町久池井1386-2 (0952)62-0303
いとし子の家 〒840-0202 大和町大字久池井１４０７番地１１ （0952）62-1611
聖母園 〒847-0405 唐津市鎮西町大字馬渡島１６４０ （0955）82-9009
かしの木 〒840-0202 大和町久池井１６８６番地５ （0952）62-5762

128 社会福祉法人誠心会 山口　龍太郎 〒840-0051 佐賀市田代2-8-15 (0952)40-0222
あいの里 〒840-0051 佐賀市田代2-8-15 (0952)40-0222
あいの里本庄 〒840-0027 佐賀本庄町本庄335-1 (0952)41-1711

129 社会福祉法人誠和福祉会 成川　禎道 〒843-0233 武雄市東川登町大字永野4058-5 (0954)23-5523
御船荘 〒843-0233 武雄市東川登町大字永野4058-5 (0954)23-5523
みふね 〒843-0233 武雄市東川登町大字永野3964-3 (0954)22-0750

130 社会福祉法人扇寿会 田中　寿人 〒840-0861 佐賀市嘉瀬町大字中原２５８５ (0952)28-6166
扇寿荘 〒840-0861 佐賀市嘉瀬町大字中原２５８５ (0952)28-6166
森の家 〒840-0861 佐賀市嘉瀬町大字中原２５８５ (0952)28-6166

131 社会福祉法人洗心和合会 調　實叡 洗心寮 〒841-0204 三養基郡基山町大字宮浦822
(0942)92-2818
(0942)92-2478

132 社会福祉法人洗心福祉会 脇山　久秀 鏡保育園 〒847-0022 唐津市鏡1689-1 （0955）77-2115
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133 社会福祉法人桑梓舎 横尾博行 椿作業所 〒848-0125 伊万里市黒川町小黒川697-1 (0955)27-2750
134 社会福祉法人宗光会 宮木　明隆 呼子保育園 〒847-0303 唐津市呼子町呼子 1747-1 （0955）82-3926
135 社会福祉法人太陽の子青い鳥保育園 川原田博司 青い鳥保育園 〒846-0002 多久市北多久町大字 小侍 837-1 （0952）74-4077
136 社会福祉法人高木児童福祉会 末森　宏之 高木保育園 〒849-0926 佐賀市若宮 三丁目 125-2 （0952）30-4188
137 社会福祉法人多久保育園 岸川　徹朗 多久保育園 〒846-0031 多久市多久町2127 （0952）75-2740
138 社会福祉法人竹の里 松尾　榮 障害福祉サービス事業所多久作業所 〒846-0012 多久市東多久町別府4319-3 (0952)76-5026
139 社会福祉法人武内福祉会 高田　仁 武内保育園 〒843-2341 武雄市武内町大字 梅野 乙15039-1 （0954）27-2125
140 社会福祉法人武雄南部福祉会 森　善大 花島保育園 〒843-0021 武雄市武雄町大字 永島 14361 （0954）23-0588
141 社会福祉法人田代保育園 中冨　正義 田代保育園 〒841-0017 鳥栖市田代大官町字 下天 797-1 （0942）82-3321
142 社会福祉法人たちばな会 稗田　重徳 〒849-1425 嬉野市塩田町大字 五町田 甲1354-1 （0954）66-4060

たちばな保育園 〒849-1425 嬉野市塩田町大字五町田甲1354-1 （0954）66-4060
たちばな学園 〒849-1422 嬉野市塩田町谷所甲１３８８番地 （0954）66-5410
かがやきの丘 〒849-1422 嬉野市塩田町大字谷所甲１３６４ （0954）66-9064
こむたハイツ 〒849-1425 嬉野市塩田町五町田甲２８３１ （0954）66-4060
冬野寮 〒849-1401 嬉野市塩田町久間甲２７８４－１１ （0954）66-4060
みさきハイツ 〒849-1423 嬉野市塩田町谷所乙３９２８ （0954）66-4060
みかざきハイツ 〒849-1423 嬉野市塩田町大字谷所乙３９２９番地２ （0954）66-4830
グループホームメゾン蟻尾山 〒849-1311 鹿島市高津原１５１７－１１ （0954）66-4060

143 社会福祉法人立野川内保育園 松尾　興直 立野川内保育園 〒849-2305 武雄市山内町大字 宮野 25398 （0954）45-4029
144 社会福祉法人玉泉福祉会 菅原　春生 いふく保育園 〒849-1601 藤津郡太良町大字 伊福 字 森前 甲270 （0954）67-2320
145 社会福祉法人知恩福祉会 峰松　嘉哉 海童保育園 〒849-1322 鹿島市浜町 乙2391 （0954）62-0627
146 社会福祉法人筑紫福祉会 野田　脩幸 なかよし保育園 〒840-2105 佐賀市諸富町大字諸富津109 （0952）47-4400
147 社会福祉法人長興会 田口一樹 長光園障害者支援センター、長光園 〒849-0918 佐賀市兵庫南2-16-39 (0952)29-5284
148 社会福祉法人長生会 前田　利朗 長生園 〒848-0027 伊万里市立花町2703-2 (0955)22-3115
149 社会福祉法人つぼみ会 吉原　正智 つぼみ荘 〒840-0012 佐賀市北川副町大字光法1480-2 (0952)25-2803
150 社会福祉法人鶴丸会 山元　章生 〒848-0031 伊万里市二里町八谷搦13-5 (0955)20-8008

ユートピア 〒849-5251 伊万里市大川町大川野1647番地 （0955）20-8008
151 社会福祉法人天嶺会 井上　克己 しみず園 〒846-0012 多久市多久町２０１６番地１ (0952)75-6990
152 社会福祉法人天寿会【九州厚生局】 諸隈　正剛 〒846-0002 多久市北多久町大字小侍132-6 (0952)74-3100

天寿荘 〒846-0002 多久市北多久町大字小侍132-6 (0952)74-3100
玄海園 〒847-1432 東松浦郡玄海町大字平尾432番地8 (0955)51-3600
ケアハイツやすらぎ 〒846-0024 多久市南多久町大字下多久2118-173 (0952)75-4165
大地 〒846-0002 多久市北多久町大字小侍132-6 (0952)71-9611

153 社会福祉法人天童会 石丸　博 〒849-2304 武雄市山内町大野7206-1 (0954)45-2156
くろかみ学園 〒849-2304 武雄市山内町大野7206番地1 (0954)45-2156
すみよしの里 〒849-2304 武雄市山内町大野7206-1 (0954)45-2156
いぶき村 〒843-0011 武雄市橘町大字芦原5683番地15 (0954)22-4770
伊東ホーム 〒849-2301 山内町犬走2271-4
大野ホーム 〒849-2304 山内町大野6729-5
ひまわりホーム 〒843-0000 武雄市武雄町富岡11574-1

154 社会福祉法人東保会 鑰山　一臣 とうぶ保育園 〒846-0012 多久市東多久町大字 別府 4158-2 （0952）76-3608
155 社会福祉法人東方会 大宅弘海 〒848-0035 伊万里市二里町大里乙403-1 (0955)23-2767

医王保育園 〒848-0035 伊万里市二里町大里乙401 (0955)23-2337
瑠璃光苑 〒848-0035 伊万里市二里町大里乙４０３番地１ （0955）20-4520

156 社会福祉法人同行会 佐藤　盛熈 〒849-4176 西松浦郡有田町原明乙92－4 （0955）46-3608
同朋保育園 〒849-4176 西松浦郡有田町原明乙92-4 （0955）46-3608
同朋天神保育園 〒844-0027 西松浦郡有田町南原丁1140 （0955）41-1551

157 社会福祉法人同朋 藤谷　顕 なごみ保育園 〒846-0012 多久市東多久町大字 別府 2304 （0952）76-2473
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158 社会福祉法人洞庵の園 松本　一敏 洞庵荘 〒841-0084 鳥栖市山浦町2973 (0942)83-1500
159 社会福祉法人鳥栖双葉福祉会 久保　健太 鳥栖双葉保育園 〒841-0082 鳥栖市浅井町142-4 （0942）83-4406
160 社会福祉法人ナイスランド北方 寺元　ミエ 杏花苑 〒849-2201 武雄市北方町大字志久字永谷山4528-6 (0954)36-5350
161 社会福祉法人中里福祉会 吉富 伸克 中里保育園 〒848-0034 伊万里市二里町中里 甲3427 （0955）22-5647
162 社会福祉法人なごむ会 今松慎一 脊振学園 〒842-0203 神埼市脊振町服巻5065-122 (0952)59-2155
163 社会福祉法人南山会 岡崎　実堂 双葉保育園 〒846-0002 多久市北多久町大字 小侍 1181-2 （0952）74-3450
164 社会福祉法人西九福祉会 本村恒雄 〒840-0213 佐賀市大和町久留間3032 (0952)51-2718

ワークス山王 〒840-0213 佐賀市大和町久留間3032 (0952)51-2718
山王福祉工場 〒840-0213 佐賀市大和町久留間3032 (0952)62-8981
マイハウス 〒840-0213 佐賀市大和町久留間2614-3 (0952)51-2718
藤ノ木ハウス 〒841-0048 鳥栖市藤木町2189-4 (0942)84-0350

165 社会福祉法人納所保育園 瀬山　興元 納所保育園 〒846-0014 多久市東多久町大字 納所 6429 （0952）76-2591
166 社会福祉法人野菊の里 今村　一郎 〒849-0122 三養基郡上峰町前牟田1896 (0952)52-4655

野菊の里 〒849-0122 三養基郡上峰町前牟田1949 (0952)52-4655
夢の里 〒849-0102 三養基郡みやき町大字簑原1116-1 (0942)94-4488

167 社会福祉法人梅生会 住江　潤子 好日の園 〒849-1321 鹿島市古枝乙1035-2 (0954)62-5201
168 社会福祉法人博仁会 西田　　博 いまり 〒849-4251 伊万里市山代町楠久鳴石929-97 (0955)28-1145
169 社会福祉法人花心会 太田　明二 グランパランいまり 〒848-0022 伊万里市大坪町字地北乙1579-2 (0955)23-5261
170 社会福祉法人花木庭会 植松久男 鹿島療育園 〒849-1314 鹿島市大字山浦甲2481-3 (0954)62-2780
171 社会福祉法人繁栄会 杉町　益子 能古見保育園 〒849-1315 鹿島市大字 三河内乙1189 （0954）63-3315
172 社会福祉法人光の園 岩崎　千昭 サリバン 〒849-3233 唐津市相知町大字佐里1646-13 (0955)62-4411
173 社会福祉法人光の園福祉会 藤雄　真正 光の園保育園 〒843-0024 武雄市武雄町大字 富岡 7640 （0954）23-5811
174 社会福祉法人美峰福祉会 牛島　忠成 ひかり保育園 〒849-0123 三養基郡上峰町大字 坊所 699 （0952）52-0406
175 社会福祉法人平等院福祉会 西村　照純 嘉瀬保育園 〒840-0864 佐賀市嘉瀬町大字　荻野65 （0952）24-0047
176 社会福祉法人福生会 島田　利平 福生苑 〒840-0861 佐賀市嘉瀬町大字中原1952-１ (0952)28-1771

177 社会福祉法人福壽会 小柳　博嗣 福壽園 〒840-2105 佐賀市諸富町大字諸富津209-3 (0952)47-5091
178 社会福祉法人富士福祉会 大島　藤男 南部保育園 〒840-0514 佐賀市富士町大字 内野 229-2 （0952）63-0310
179 社会福祉法人双葉会 森　利昭 双葉保育園 〒849-5131 唐津市浜玉町浜崎 392-2 （0955）56-8385
180 社会福祉法人平成会 宮原　洋一 南鷗荘 〒849-0202 佐賀郡久保田町大字久富3459-2 (0952)68-2136
181 社会福祉法人報土会 中原　操 めぐみ園 〒849-1302 鹿島市大字 井手1525-2 （0954）63-4450
182 社会福祉法人北部保育園 右近　真隆 北部保育園 〒840-0533 佐賀市富士町大字 大串1045-1 （0952）57-2440
183 社会福祉法人掘江保育園 松中　浩泰 掘江保育園 〒840-0805 佐賀市神野西二丁目 2-10 （0952）30-4713
184 社会福祉法人まごころ会 溝内　明 まごころ授産所 〒840-2212 佐賀郡川副町鹿江1752-5 (0952)45-2411
185 社会福祉法人まつみ福祉会 松本　順子 大崎保育園 〒849-2204 武雄市北方町大字 大崎 1665-3 （0954）36-3282
186 社会福祉法人まつら会 岩本　正剛 〒847-0111 唐津市佐志石ケ元2107-2 (0955)72-1200

からつ学園 〒847-0111 唐津市佐志石ケ元2107-2 (0955)72-1200
みなみ 〒847-0111 唐津市佐志南3853-9 (0955)72-1200
みずき 〒847-0111 唐津市佐志石ケ元2114-3 (0955)74-6758

187 社会福祉法人松尾山大成園 平井　照山 松尾山大成園 〒845-0004 小城市小城町松尾4417 (0952)73-2591
188 社会福祉法人松風会 田中　路子 〒847-0875 唐津市西唐津1-6167 (0955)75-0324

松風園 〒847-0132 唐津市相賀785 (0955)79-0031
189 社会福祉法人三瀬保育園 安田　積心 三瀬保育園 〒842-0301 佐賀市三瀬村三瀬 2769 （0952）56-2058
190 社会福祉法人みのり会 木原　静瑛 飯田保育園 〒849-1324 鹿島市大字 飯田乙3260 （0954）62-8949
191 社会福祉法人みのり福祉会 佐藤　好人 みのり保育園 〒849-1426 嬉野市塩田町大字 五町田 乙4281-2 （0954）66-3174
192 社会福祉法人みのり福祉会 飯盛義孝 みのり福祉作業所 〒840-0２１１ 佐賀市大和町大字東山田3200-215 (0952)62-3991
193 社会福祉法人明星福祉会 武藤　司 長浜保育園 〒849-4271 伊万里市東山代町長浜 1179-2 （0955）22-2717
194 社会福祉法人未来 犬丸　吉子 花のみね 〒840-1101 三養基郡みやき町大字西島2730-1 (0942)96-3377
195 社会福祉法人むつみ会 辻野　正勝 おとなり保育園 〒849-1323 鹿島市大字 音成甲85-2 （0954）62-8313
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196 社会福祉法人明照会 井上　定保 慈光園 〒847-0067 唐津市十人町95
(0955)73-1988
（0955）74-7584

197 社会福祉法人明志会 西　暁浩 楠久保育園 〒849-4252 伊万里市山代町楠久津 113 （0955）28-0626
198 社会福祉法人明和会 大塚　正直 のぞみ保育園 〒846-0031 多久市多久町 7071-95 （0952）75-2303
199 社会福祉法人めぐみ厚生センター 栗林恵一 〒840-0841 佐賀市緑小路1-3 (0952)23-2760

めぐみ園どりぃむ 〒840-2223 佐賀市東与賀町大字飯盛1584 (0952)34-7727
富士学園 〒840-0514 佐賀市富士町内野209番地8 (0952)63-0107
めぐみ園 〒840-2223 佐賀市東与賀町大字飯盛1584
ウイズ富士 〒840-0514 佐賀市富士町内野209-8
ピースハイム富士 〒840-0512 佐賀市富士町上熊の川541-46
ピースハイム多布施 〒840-0841 佐賀市緑小路1-3
ピースハイム鍋島 〒849-0937 佐賀市鍋島1-14-17
ピースハイム川久保 〒849-0901 佐賀市久保泉町川久保3160-51
ピースハイム富士Ⅱ 〒840-0512 佐賀市富士町上熊の川541-46
ピースハイム金立 〒849-0905 佐賀市金立町千布2351-1 (0952)98-1024
ピースハイム緑小路 〒840-0841 佐賀市緑小路1-3

200 社会福祉法人めぐみ保育園 水谷　了智 めぐみ保育園 〒841-0072 鳥栖市村田町216 （0942）82-0867
201 社会福祉法人守屋福祉会 守屋　昌宣 昌普久苑 〒842-0202 神埼市脊振町鹿路後山2290-6 (0952)51-9111
202 社会福祉法人諸富福祉会 田中　溢也 あかつき保育園 〒840-2102 佐賀市諸富町大字為重457 （0952）47-4783
203 社会福祉法人弥生会 山下　敏明 やよいが丘保育園 〒841-0005 鳥栖市弥生が丘2丁目145 （0942）87-1020
204 社会福祉法人友愛会 中村　勝彦 城内シオン保育園 〒847-0016 唐津市東城内17-12 （0955）73-3083
205 社会福祉法人友悠会 中川　敏子 サン・フレンド 〒843-0301 嬉野市嬉野町下宿乙１７９０ (0954)43-5013
206 社会福祉法人祐正福祉会 篠塚　寛子 城西保育園 〒840-0034 佐賀市西与賀町大字 厘外 1421-3 （0952）24-2881
207 社会福祉法人夢咲福祉会 内田　廣行 ちえんかん保育園 〒849-0915 佐賀市兵庫町藤木 1051-10 （0952）30-4073
208 社会福祉法人隆城福祉会 鐘ヶ江隆光 須古保育園 〒849-1114 杵島郡白石町大字 馬洗 1839 （0952）84-2326
209 社会福祉法人竜進会 濵口　吉治 唐房保育園 〒847-0115 唐津市佐志浜町4411-14 （0955）72-4308
210 社会福祉法人龍華会 大平慶子 〒845-0022 小城市三日月町久米 1200 （0952）73-2782

たちばな保育園 〒845-0022 小城市三日月町久米1200 （0952）73-2782
さくら保育園 〒845-0022 小城市三日月町長神田1170-1 （0952）73-7272

211 社会福祉法人凌友会 凌　　俊朗 〒849-0901 佐賀市久保泉町大字川久保1986 (0952)98-3521
桂寿苑 〒849-0901 佐賀市久保泉町大字川久保1986 (0952)98-3521
はがくれの郷 〒849-0901 佐賀市久保泉町大字川久保1986 (0952)98-3900

212 社会福社法人緑光舎 藤崎　博喜 保育園ひなた村自然塾 〒840-0214 佐賀市大和町大字 久池井 1368 （0952）62-4881
213 社会福祉法人りんどう会 平尾　吉之 平原保育園 〒849-5112 唐津市浜玉町平原 乙 89-1 （0955）56-6529
214 社会福祉法人ルンビニ福祉会 織田　智海 ルンビニ保育園 〒849-1422 嬉野市塩田町大字 谷所 甲2250-1 （0954）66-2430
215 社会福祉法人レインボーハウス福祉会 濱田道明 レインボーハウス 〒840-0054 佐賀市水ヶ江2-4-10 (0952)24-1437
216 社会福祉法人麗風会 原田　宏一 〒849-0402 杵島郡白石町大字福富下分2387-3 (0952)87-3939

桜の園 〒849-0402 杵島郡白石町大字福富下分2387-3 (0952)87-3939
桜の園 〒849-0402 杵島郡白石町大字福富下分2387-3 (0952)87-3939

217 社会福祉法人鹿爽会 伊東恒彦 鹿島福祉作業所 〒849-1322 鹿島市浜町3829-9 (0954)63-5283
218 社会福祉法人六親福祉会 原野　　清 あしはらの園 〒849-0314 小城市芦刈町三王崎字牛王1523 (0952)51-5033
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法人名 代表者 運営施設名 郵便番号 所在地 電話番号
219 社会福祉法人若楠 横尾英彦 〒841-0001 鳥栖市弥生が丘2-134 (0942)83-1121

若楠療育園 〒841-0001 鳥栖市弥生が丘2-134 (0942)83-1122
デイサービスわかぎ 〒841-0084 鳥栖市山浦町1895番地 （0942）84-8785
（短期入所）青葉園 〒841-0001 鳥栖市弥生が丘２丁目１３５番地 （0942）84-0090
（入所授産）青葉園 〒841-0001 鳥栖市今町字岸田６７１番地１ （0942）84-0090
（通所授産）青葉園 〒841-0001 鳥栖市今町６７１番地１ （0942）84-0090
どんぐり村 〒842-0303 佐賀市三瀬村大字 (0952)56-2141
（生活介護、知障更正）若木園 〒841-0084 鳥栖市山浦町１８９５番地 （0942）84-8785
（短期入所）若木園 〒841-0005 鳥栖市弥生が丘２丁目１３４番地 （0942）83-1121
青葉ホーム 〒841-0084 鳥栖市山浦町1838-2

220 社会福祉法人和光福祉会 片江　哲海 ちとせ保育園 〒842-0064 神埼市千代田町渡瀬 2061-1 （0952）34-6450
221 社会福祉法人和光保育園 不二見純之 和光保育園 〒846-0003 多久市北多久町大字 多久原 2758-1 （0952）75-3405
222 社会福祉法人和順会 竹永なほみ 七山保育園 〒847-1106 唐津市七山 滝川 1244の1 （0955）58-2159
223 社会福祉法人和順福祉会 山口　直秀 多良保育園 〒849-1603 藤津郡太良町大字 糸岐 811 （0954）67-2288

224
社会福祉法人恩賜財団済生会支部　佐賀県済
生会

古川　康 〒847-1852 唐津市元旗町８１７ （0955）73-3175

めずら荘 〒847-1852 唐津市元旗町８１７ （0955）73-0988
まつら荘 〒847-1852 唐津市元旗町816-217 （0955）74-3138
唐津市寿楽荘 〒847-0854 唐津市西旗町7-1 （0955）70-1700
唐津市寿楽荘 〒847-0854 唐津市西旗町7-2 （0955）70-1700
済生会唐津病院 〒847-0852 唐津市元旗町817 （0955）73-3175
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法人名 代表者 運営施設名 郵便番号 所在地 電話番号
（学校法人）

1 学校法人旭学園 高島忠平 〒840-0027 佐賀市本庄町大字本庄1313 （0952）25-6661
佐賀女子短期大学 〒840-0027 佐賀市本庄町大字本庄1313 （0952）23-5145
佐賀女子短期大学付属佐賀女子高等学校 〒840-0047 佐賀市与賀町153 （0952）24-5341
佐賀女子短期大学付属ひしのみ幼稚園 〒846-0023 多久市南多久町大字長尾4064-10 (0952)75-2706
ひしのみ保育園 〒846-0023 多久市南多久町大字長尾字大原4064-10 （0952）75-2706
佐賀女子短期大学付属ふたば幼稚園 〒840-0027 佐賀市本庄町大字本庄1253-1 (0952) 24-7682

2 学校法人和泉学園 釋　道寛 和泉幼稚園 〒849-0902 佐賀市久保泉町大字上和泉1268-3 （0952）98-0031
3 学校法人伊万里学園 稲田繁生 敬徳高等学校 〒848-0027 伊万里市立花町86 （0955）22-6191
4 学校法人今井学園 今井正彦 北川副幼稚園 〒840-0011 佐賀市北川副町大字江上104-3 （0952）24-5430
5 学校法人牛津ﾙｰﾃﾙ学園 野口勝彦 牛津幼稚園 〒849-0303 小城市牛津町大字牛津563 （0952）66-0347
6 学校法人大浦学園 坪田信貴 大浦幼稚園 〒849-1615 藤津郡太良町大字大浦乙1930－2 （0954）68-2083
7 学校法人大詫間学園 池田忠昭 大詫間幼稚園 〒840-2211 佐賀市川副町大字大詫間620 （0952）45-3200
8 学校法人岡田学園 岡田司 〒847-0031 唐津市原933-2 （0955）77-3450

エルアン幼稚園 〒847-0031 唐津市原933-2 (0955) 77-3450
相知エルアン幼稚園 〒849-3218 唐津市相知町中山3571-2 (0955) 51-8020

9 学校法人小川学園 福井久和 嬉野幼稚園 〒843-0302 嬉野市嬉野町大字下野甲115-19 （0954）43-1019
10 学校法人海光学園 松下武志 呼子中央幼稚園 〒847-0303 唐津市呼子町大字呼子2946 （0955）82-3333
11 学校法人海童学園 光増新一 海童幼稚園 〒840-2212 佐賀市川副町大字犬井道1098 （0952）45-0547
12 学校法人華光学園 原田洋子 〒849-4161 西松浦郡有田町蔵宿3749-1 （0955）46-3324

ルンビニー幼稚園 〒849-4105 西松浦郡有田町蔵宿丙3749-1 (0955) 46-3324
あかさかルンビニー幼稚園 〒844-0024 西松浦郡有田町赤坂2351-192 (0955) 41-1040

13 学校法人唐津学園 瀬戸伸雄 すみれ幼稚園 〒847-0824 唐津市神田1790-2 （0955）73-2631
14 学校法人九州アカデミー学園 門司　健 九州環境福祉医療専門学校 〒841-0038 鳥栖市古野町176-8 （0942）83-4483
15 学校法人九州国際学園 中越　晃 〒840-0804 佐賀市神野東一丁目9-32 （0952）31-5931

九州国際情報ビジネス専門学校 〒840-0804 佐賀市神野東一丁目9-32 （0952）31-5931
九州国際高等学園 〒840-0804 佐賀市神野東一丁目9-32 （0952）50-7291

16 学校法人錦華幼稚園 錦織正徳 錦華幼稚園 〒840-0008 佐賀市巨勢町大字牛島97-2 （0952）22-6708
17 学校法人金立学園 坂田範里 金立幼稚園 〒849-0906 佐賀市金立町大字金立2467 （0952）98-1070
18 学校法人コア学園 門田　章 唐津ビジネスカレッジ 〒847-0021 唐津市松南町94-1 （0955）77-1771
19 学校法人光薫学園 小林正信 あさひ幼稚園 〒841-0066 鳥栖市儀徳町2609 （0942）82-6255
20 学校法人光生学園 生三俊明 〒849-0912 佐賀市兵庫町大字瓦町３８３ （0952）24-2015

神埼幼稚園 〒842-0002 神埼市神埼町田道ヶ里2153-5 (0952)53-4500
光生幼稚園 〒849-0912 佐賀市兵庫町大字瓦町381 (0952)24-2015

21 学校法人江楠学園 江口敏文 〒849-0921 佐賀市高木瀬西三丁目7-1 （0952）30-8676
北陵高等学校 〒849-0921 佐賀市高木瀬西三丁目7-1 （0952）30-8676
城北幼稚園 〒849-0931 佐賀市鍋島町大字蛎久226-1 (0952)30-0545
鍋島保育園 〒849-0934 佐賀市開成一丁目3-1 （0952）34-5577
佐賀工業専門学校 〒849-0921 佐賀市高木瀬西三丁目7-1 （0952）31-4628

22 学校法人耕心学園 梶山和子 〒848-0027 伊万里市立花町3965 (0955) 23-2881
伊万里幼稚園 〒848-0027 伊万里市立花町3965 (0955) 23-2881
ぷち・るう保育園 〒848-0027 伊万里市立花町3449番地 （0955）29-8200

23 学校法人香草学園 北村博正 川副西幼稚園 〒840-2204 佐賀市川副町大字西古賀320-1 （0952）45-1728
24 学校法人香楠学園 江口寛 エミール幼稚園 〒849-0913 佐賀市兵庫町大字渕892 （0952）23-4702
25 学校法人高徳学園 原田大和 塩田幼稚園 〒849-1411 嬉野市塩田町大字馬場下甲512 （0954）66-4477
26 学校法人神辺学園 有馬俊一 神辺幼稚園 〒841-0004 鳥栖市神辺町918-イ （0942）82-5517
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27 学校法人佐賀清和学園 井本　勇 〒840-0047 佐賀市与賀町78 （0952）24-5291

佐賀清和高等学校 〒840-0047 佐賀市与賀町78 （0952）24-5291
佐賀清和中学校 〒840-0047 佐賀市与賀町78 （0952）24-5291

28 学校法人佐賀ｶﾄﾘｯｸ学園 平田　敬 〒848-0031 伊万里市二里町八谷搦117 （0955）23-5791
伊万里カトリック幼稚園 〒848-0031 伊万里市二里町八谷搦117 (0955) 23-5791
多久カトリック幼稚園 〒846-0002 多久市北多久町大字小侍40 (0952)75-2640
鹿島カトリック幼稚園 〒849-1312 鹿島市大字納富分3151 (0954) 62-3052

29 学校法人佐賀ﾙｰﾃﾙ学園 箱田清美 唐津ルーテル幼稚園 〒847-0056 唐津市坊主町463 （0955）72-2518
30 学校法人佐賀学園 笠　慶宣 〒840-0801 佐賀市駅前中央二丁目9-10 （0952）30-4281

佐賀学園高等学校 〒840-0801 佐賀市駅前中央二丁目9-10 （0952）30-4281
成穎中学校 〒840-0801 佐賀市駅前中央二丁目9-10 （0952）31-5401
神野幼稚園、 〒840-0801 佐賀市駅前中央三丁目9-12 (0952) 30-5832
佐賀インテリジェントビジネスカレッジ（休校中） 〒840-0801 佐賀市駅前中央二丁目9-6 -

31 学校法人佐賀龍谷学園 光岡理学 〒840-0054 佐賀市水ヶ江三丁目1-25 （0952）24-2244
九州龍谷短期大学 〒841-0072 鳥栖市村田町岩井手1350 （0942）85-1121
龍谷高等学校 〒840-0054 佐賀市水ヶ江三丁目1-25 （0952）24-2244
龍谷中学校 〒840-0054 佐賀市水ヶ江三丁目1-25 （0952）24-2244
九州龍谷短期大学付属龍谷幼稚園 〒840-0054 佐賀市水ヶ江三丁目5-20 (0952) 29-8411

32 学校法人佐賀コンピュータ学院 堤　惟義 佐賀コンピュータ専門学校 〒849-0912 佐賀市兵庫町大字瓦町450-5 （0952）26-8311
33 学校法人佐賀理容美容専門学校 野田穂積 アイ・ビービューティカレッジ 〒840-0844 佐賀市伊勢町4-4 （0952）23-5037
34 学校法人慈雲学園 吉田興禅 大町幼稚園 〒849-2102 杵島郡大町町福母2116 （0952）82-2361
35 学校法人慈光学園 石丸哲朗 久保田幼稚園 〒849-0201 佐賀市久保田町大字徳万2197 （0952）68-2032
36 学校法人昭和学園 金子晴信 昭和幼稚園 〒847-0015 唐津市北城内4-3 （0955）72-4380
37 学校法人常晃学園 石井彰 高木瀬幼稚園 〒849-0922 佐賀市高木瀬東三丁目19-9 （0952）30-3520
38 学校法人浄和学園 薄　和子 浜崎幼稚園 〒849-5131 唐津市浜玉町大字浜崎1666-1 （0955）56-6103
39 学校法人精幼稚園 大野照雄 精幼稚園 〒840-0047 佐賀市与賀町64 （0952）23-2543
40 学校法人城山学園 江西尊栄 富士幼稚園 〒840-0521 佐賀市富士町大字小副川2197

41 学校法人真生学園 副島正幸 真生幼稚園 〒840-0806 佐賀市神園二丁目5-10
（0952）30-6714
（0952）30-7746

42 学校法人正安寺学園 矢俣昭水 筑水幼稚園 〒840-1103 三養基郡みやき町大字坂口272 （0942）96-2459
43 学校法人清風学園 肥高千恵子 嘉瀬幼稚園 〒840-0863 佐賀市嘉瀬町大字十五39-1 （0952）26-2043
44 学校法人静光学園 井﨑萩子 有明幼稚園 〒849-1201 杵島郡白石町大字牛屋335 （0954）65-3015
45 学校法人洗心学園 平尾学道 〒842-0067 神埼市千代田町嘉納597 (0952)44-3144

大立寺幼稚園 〒842-0067 神埼市千代田町嘉納597 (0952)44-3144
子どもの家保育園 〒842-0067 神埼市千代田町嘉納597 （0952）44-3144

46 学校法人代和学園 吉田政亮 川上幼稚園 〒840-0211 佐賀市大和町大字東山田1857-1 （0952）62-0082
47 学校法人高岸幼稚園 小川晴尚 高岸幼稚園 〒840-0842 佐賀市多布施三丁目14-19 （0952）24-0643
48 学校法人たちばな学園 重藤義之 たちばな幼稚園 〒843-0012 武雄市橘町南片白10536 （0954）20-0020
49 学校法人立川学園 立川　信義 専門学校公務員ゼミナール 〒840-0055 佐賀市材木町二丁目2-4 （0952）41-2771
50 学校法人筑州学園 原克輝 千布幼稚園 〒849-0905 佐賀市金立町大字千布2140-2 （0952）98-2041
51 学校法人天山ﾙｰﾃﾙ学園 箱田清美 小城幼稚園 〒845-0001 小城市小城町170-2 （0952）72-3221
52 学校法人東明館学園 麻生　隆史 〒841-0204 三養基郡基山町大字宮浦683 （0942）92-5775

東明館高等学校 〒841-0204 三養基郡基山町大字宮浦683 （0942）92-5775
東明館中学校 〒841-0204 三養基郡基山町大字宮浦683 （0942）92-5775

53 学校法人東光学園 大石隆敬 三間坂幼稚園 〒849-2303
武雄市山内町大字三間坂甲
14831-2

（0954）45-4532
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54 学校法人鳥栖学園 松本健 〒841-0039 鳥栖市土井町262-2 （0942）82-3037

布津原幼稚園 〒841-0056 鳥栖市蔵上二丁目123 (0942) 82-3250
駒鳥幼稚園 〒841-0039 鳥栖市土井町262-2 (0942) 82-3037

55 学校法人永原学園 福元裕二 〒840-0806 佐賀市神園三丁目18-15 （0952）31-3001
西九州大学 〒842-8585 神埼市神埼町尾崎4490-9 （0952）52-4191
佐賀短期大学 〒840-0806 佐賀市神園三丁目18-15 （0952）31-3001
佐賀短期大学付属三光幼稚園 〒849-0926 佐賀市若宮一丁目13-3 (0952) 31-0753
三光保育園 〒849-0926 佐賀市若宮一丁目13-17 （0952）31-6877
佐賀調理製菓専門学校 〒840-0842 佐賀市多布施二丁目7-44 -
西九州大学福祉医療専門学校（休校中） 〒840-0842 佐賀市多布施二丁目7-44 （0952）22-2001

56 学校法人中川副幼稚園 北村仲司 中川副幼稚園 〒840-2203 佐賀市川副町大字早津江津320 （0952）45-1802
57 学校法人鍋島学園 千綿安正 〒849-0935 佐賀市八戸溝二丁目9-4 （0952）30-9452

新栄幼稚園 〒849-0935 佐賀市八戸溝二丁目9-4 (0952) 30-9452
鍋島幼稚園 〒849-0936 佐賀市鍋島町大字森田618-1 (0952)31-9575

58 学校法人のぞみ学園 井口光三 のぞみ幼稚園 〒843-0022 武雄市武雄町大字武雄5680 （0954）23-3496
59 学校法人博愛学園 永吉恒江 和光幼稚園 〒843-0302 嬉野市嬉野町大字下野丙2319-2 (0954) 42-2548
60 学校法人ひかり学園 立川光俊 ひかり幼稚園 〒849-0111 三養基郡みやき町大字白壁2634 （0942）89-2020
61 学校法人東与賀幼稚園 祖岩亨道 東与賀幼稚園 〒840-2223 佐賀市東与賀町大字飯盛503 （0952）45-0436
62 学校法人引地学園 日高　律子 専門学校モードリゲル 〒847-0843 唐津市桜馬場1309-1 （0955）72-8165
63 学校法人ひまわり学園 高木隆子 ひまわり幼稚園 〒840-0844 佐賀市伊勢町15-21 （0952）23-6416
64 学校法人藤影幼稚園 光岡理学 藤影幼稚園 〒840-0822 佐賀市高木町11－12 （0952）23-2336
65 学校法人宝月学園 郷原徳雄 川久保幼稚園 〒849-0901 佐賀市久保泉町大字川久保3689 （0952）98-0037
66 学校法人宝正幼稚園 傍示唯生 宝正幼稚園 〒849-0911 佐賀市兵庫町大字若宮2430 （0952）98-3148
67 学校法人宝禅学園 山﨑立哉 吉野ヶ里幼稚園 〒842-0035 神埼郡吉野ヶ里町田手505 （0952）52-2080
68 学校法人宝和学園 中野正彦 〒840-0851 佐賀市天祐一丁目15-6 （0952）24-7031

中折幼稚園 〒840-0852 佐賀市天祐一丁目15-7 （0952）24-7032
白鳩幼稚園 〒840-0853 佐賀市長瀬町10-13 (0952) 23-6488

69 学校法人萌生学園 副島利孝 小鹿幼稚園 〒840-2213 佐賀市川副町大字鹿江668-1 （0952）45-0739
70 学校法人鳳鳴乃里 松永  長 鳳鳴乃里幼稚舎 〒849-2204 佐賀市川副町大字西古賀897-5 （0952）45-0071
71 学校法人本願寺学園 和田芳岳 若楠幼稚園 〒840-0041 佐賀市城内一丁目2-2 （0952）29-0959
72 学校法人松尾学園 松尾　幹夫 〒849-0906 佐賀市金立町大字金立1544-1 （0952）98-2161

弘学館高等学校 〒849-0906 佐賀市金立町大字金立1544-1 （0952）98-2161
弘学館中学校 〒849-0906 佐賀市金立町大字金立1544-1 （0952）98-2161

73 学校法人松若学園 塚本顕誠 松若幼稚園 〒849-0113 三養基郡みやき町大字東尾2798 （0942）89-2230
74 学校法人みどり学園 古賀悦郎 上峰幼稚園 〒849-0123 三養基郡上峰町大字坊所592 （0952）52-5073
75 学校法人翠香学園 濱一 中原幼稚園 〒849-0101 三養基郡みやき町原古賀1532-4 （0942）94-2125
76 学校法人見真学園 調　准誓 〒841-0204 三養基郡基山町大字宮浦815 （0942）92-5812

見真幼稚園 〒841-0204 三養基郡基山町大字宮浦815 (0942) 92-0222
基山幼稚園 〒841-0201 三養基郡基山町大字小倉383-2 (0942) 92-5812

77 学校法人明照学園 増木浩明 月影幼稚園 〒840-1106 三養基郡みやき町大字市武1584 （0942）96-2113
78 学校法人明信学園 楠村信英 明信幼稚園 〒843-0151 武雄市若木町大字川古8876 （0954）26-2193
79 学校法人明善学園 久保淳一 三田川幼稚園 〒842-0031 神埼郡吉野ヶ里町吉田1074-2 （0952）52-2908
80 学校法人明朗学園 西河信也 明朗幼稚園 〒849-1311 鹿島市大字高津原4296-5 （0954）62-3645
81 学校法人諸富学園 江頭弘美 〒840-2104 佐賀市諸富町大字徳富1646 （0952）47-2238

諸富南幼稚園 〒840-2102 佐賀市諸富町大字為重652-1 (0952)47-2444
諸富北幼稚園 〒840-2104 佐賀市諸富町大字徳富1646 (0952)47-2238

82 学校法人祐正学園 篠塚信 信光幼稚園 〒840-0036 佐賀市西与賀町大字高太郎125-6 （0952）29-3075
83 学校法人リョーユー学園 三根紘 リョーユー幼稚園 〒847-0074 唐津市和多田先石12-30 （0955）74-7500
84 学校法人ルンビニ学園 菅原暢道 鳥栖ルンビニ幼稚園 〒841-0061 鳥栖市轟木町1327 （0942）85-3198
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85 学校法人ロザリオ幼稚園 木原久子 ロザリオ幼稚園 〒840-0202 佐賀市大和町大字久池井1384-3 （0952）2-1296
86 学校法人和光学園 片江哲海 ちとせ幼稚園 〒842-0064 神埼市千代田町渡瀬2266 （0952）44-3554
87 学校法人寺元ドレメデザイン専門学校 寺元　ミエ 〒840-0825 佐賀市中央本町１－１０ （0952）24-3631
88 学校法人久留米ゼミナール 今井正雄 〒840-0804 佐賀市神野東四丁目２－１０ （0952）30-0303
89 学校法人　慈恩学園 堤　孝雄 （H20.3.28～）弥生が丘マイトリー幼稚園 〒841-0005　 鳥栖市弥生が丘6丁目２５１－２ （0942）81-1895

（民法法人）

1 財団法人さが緑の基金 牟田　香 〒840-8570
佐賀市城内1-1-59
佐賀県森林整備課内

(0952)25-7136

2 財団法人佐賀県暴力追放運動推進センター 指山　弘養 〒840-0833 佐賀市中の小路5-5 (0952)23-9110

3 財団法人中冨健康科学振興財団 中冨　博隆 〒841-0017
鳥栖市田代大官町４０８
久光製薬株式会社内

(0952)23-9111

（国立大学法人）
1 国立大学法人佐賀大学 長谷川　　照 〒840-8502 佐賀市本庄町1番地 （0952）28-8113

（独立行政法人）
1 高齢・障害者雇用支援機構 山口　邦彦 佐賀障害者職業センター 〒840-0851 佐賀市天祐1-8-5 （0952）24-8030
2 雇用・能力開発機構 宮本　泰弘 佐賀センター 〒849-0911 佐賀市兵庫町若宮1042-2 （0952）26-9498

3 労働者健康福祉機構 凌　俊朗 佐賀産業保健推進センター 〒840-0816
佐賀市駅南本町6-4　佐賀中央第一生命
ビル8階

（0952）41-1888

4 島　正義 佐賀病院 〒849-0923 佐賀市日の出1-20-1 （0952）30-7141
平野　誠 肥前精神医療センター 〒842-0104 神埼郡吉野ヶ里町三津160 （0952）52-3231

林　眞夫 東佐賀病院 〒849-0101 三養基郡みやき町大字原古賀7324 （0952）94-2048
古賀　満明 嬉野医療センター 〒843-0301 嬉野市嬉野町大字下宿平2436 （0954）43-1120

5 産業技術総合研究所 立山　博 九州センター 〒841-0052 鳥栖市宿町807-1 （0942）81-3598
6 海技教育機構 石田　正一 国立唐津海上技術学校 〒847-0871 唐津市東大島町１３－５ （0955）72-8268
7 自動車検査独立行政法人 川島　良一 佐賀事務所 〒849-0928 佐賀市若楠2丁目7-8 （0952）30-7230
8 自動車事故対策機構 柚木　信一郎 佐賀支所 〒840-0833 佐賀市中の小路4-30高取ビル （0952）29-9023

（特殊法人）
1 自動車安全運転センター 丸山　徹 佐賀センター 〒840-0047 佐賀市与賀町2-3 （0952）29-0355
2 日本司法支援センター 平山　泰士郎 法テラス佐賀 〒840-0801 佐賀市駅前中央1-1-8 050-3383-5510

（更生保護法人）
1 佐賀県恒産会 古賀　常次郎 〒840-0853 佐賀市長瀬町7-10 （0952）23-4202
2 佐賀県更生保護協会 福岡　福麿 〒840-0041 佐賀市城内2-10-20

国立病院機構
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