
1号 1 都道府県、市町村等 - -

2号 1 社会福祉法人 鳥取県共同募金会　（注３） 689-0201 鳥取市伏野1729-5

2 日本赤十字社 鳥取県支部　（注４） 680-0011 鳥取市東町1-271

3号 財務大臣 1 国立大学法人 鳥取大学 680-8550 鳥取市湖山町南4-101

指定寄附金
（注５）

2
独立行政法人 国立高等専門学校機構
（米子工業高等専門学校）

683-8502 米子市彦名町4448

3 公立大学法人 公立鳥取環境大学 689-1111 鳥取市若葉台北１-1-1

 学校の校舎その他付属設備の災害
 復旧のための寄附金  （注７）

4 区分「３号・学校法人」の欄をご参照ください -

 学校の敷地、校舎その他付属設備
 に充てる寄附金　（注８）

5 区分「３号・学校法人」の欄をご参照ください -

 日本私立学校振興・共済事業団への
 寄附金　（注９）

6 （鳥取県内には、左記法人の事務所等がありません。） -

 独立行政法人日本学生支援機構に
 対する寄附金　（注10）

7 （鳥取県内には、左記法人の事務所等がありません。） -

 研究法人の試験研究の用に直接供
 する固定資産取得のための寄附金
  （注11）

8 （鳥取県内には、左記法人の事務所等がありません。） -

 各都道府県共同募金会に対する寄
 附金　（注12）

9 社会福祉法人 鳥取県共同募金会 689-0201 鳥取市伏野1729-5

 中央共同募金会、各都道府県共同
 募金会への寄附金　（注13）

10 社会福祉法人 鳥取県共同募金会 689-0201 鳥取市伏野1729-5

 日本赤十字社に対する寄附金
  （注14）

11 日本赤十字社（鳥取県支部） 680-0011 鳥取市東町1-271

1
独立行政法人 国立高等専門学校機構
（米子工業高等専門学校）

683-8502 米子市彦名町4448

2 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構（鳥取支部） 689-1112 鳥取市若葉台南7-1-11

　（鳥取障害者職業センター） 680-0842 鳥取市吉方189

　（鳥取職業能力開発促進センター（ポリテクセンター鳥取）） 689-1112 鳥取市若葉台南7-1-11

　（鳥取職業能力開発促進センター米子訓練センター（ポリテクセンター米子）） 689-3537 米子市古豊千520

3 独立行政法人 労働者健康安全機構

　（鳥取産業保健総合支援センター） 680-0846
鳥取市扇町115番1　鳥取駅前第一生命ビル
ディング6F

　（山陰労災病院） 683-8605 米子市皆生新田1-8-1　

4 独立行政法人 国立病院機構

　（鳥取医療センター） 689-0203 鳥取市三津876

　（米子医療センター） 683-8518 米子市車尾4-17-1

5 独立行政法人 家畜改良センター （鳥取牧場） 689-2511 琴浦町出上14

6
国立研究開発法人 森林総合研究所 （森林整備センター 鳥取水

源林整備事務所）
680-0845 鳥取市富安1-152

7 独立行政法人 日本貿易振興機構 （ジェトロ鳥取） 689-1112 鳥取市若葉台南7-5-1

8 自動車検査 独立行政法人 （中国検査部鳥取事務所） 680-0006 鳥取市丸山町224

9 独立行政法人 自動車事故対策機構 （鳥取支所） 680-0006
鳥取市丸山町219-1鳥取県トラック協会研修
センタービル

1 地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター 689-1112 鳥取市若葉台南7-1-1

2 公立大学法人 公立鳥取環境大学 689-1111 鳥取市若葉台北1-1-1

1 自動車安全運転センター（鳥取センター） 680-0841
鳥取市吉方温泉2-501-1（東部地区運転免
許センター内）

2 日本司法支援センター（法テラス鳥取） 680-0022 鳥取市西町2-311

3 日本赤十字社（鳥取県支部） 680-0011 鳥取市東町1-271

1 公益社団法人鳥取県観光連盟 680-0831 鳥取市栄町606

2 公益社団法人鳥取県獣医師会 680-0864 鳥取市吉成731-1

3 公益社団法人鳥取県看護協会 680-0901 鳥取市江津318-1

4 公益社団法人鳥取県医師会 680-0055 鳥取市戎町317

5 公益社団法人鳥取県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 680-0022 鳥取市西町1-314-1

6 公益社団法人とっとり被害者支援センター 680-0022 鳥取市西町1-401

7 公益社団法人鳥取県宅地建物取引業協会 680-0036 鳥取市川端2-125

8 公益社団法人鳥取県人権文化センター 680-0846 鳥取市扇町21

9 公益社団法人鳥取県防犯連合会 680-0043 鳥取市大榎町12-3

10 公益社団法人鳥取県緑化推進委員会 680-0011 鳥取市東町1-220

11 公益社団法人鳥取県不動産鑑定士協会 680-0011 鳥取市東町3-171

12 公益社団法人鳥取市シルバー人材センター 680-0845 鳥取市富安2-104-1

13 公益社団法人鳥取法人会 680-0031 鳥取市本町3-201

14 公益社団法人鳥取県畜産推進機構 680-0833 鳥取市末広温泉町723

鳥取県内に所在する事務所等の住所〒区分
番号

共同募金会、日本赤十字社

都道府県、市町村等（ふるさと寄附金）

　　　　　　　　　　　　　　　　区分
（注２）

自動車安全運転センター等

鳥取県における個人県民税・税額控除対象寄附金に係る関係法人(受領先法人)等一覧　 （注１）

法人等名    

-

公益社団法人

地方独立行政法人 （注15）

 国立大学法人、国立高等専門学校
 機構、公立大学法人等の業務に充
 てられる寄附金　（注６）

-

-

-

-

-

-

独立行政法人



鳥取県内に所在する事務所等の住所〒区分
番号

　　　　　　　　　　　　　　　　区分
（注２）

法人等名    

3号 公益社団法人（続き） 15 公益社団法人鳥取県老人クラブ連合会 689-0201 鳥取市伏野1729-5
（続き）

16 公益社団法人鳥取県柔道整復師会 680-0022 鳥取市西町4-210-4

17 公益社団法人鳥取県再犯抑止更生協会 680-0012 鳥取市栗谷町10

18 公益社団法人鳥取県視覚障害者福祉協会 683-0001 米子市皆生温泉3-18-3

19 公益社団法人鳥取県シルバー人材センター連合会 683-0812 米子市角盤町1-76

20 公益社団法人鳥取県西部医師会 683-0824 米子市久米町136

21 公益社団法人氷温協会 683-0101 米子市大篠津町3795-12

22 公益社団法人米子法人会 683-0802 米子市東福原2-1-1

23 公益社団法人米子広域シルバー人材センター 683-0811 米子市錦町1-110

24 公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会 683-0845 米子市旗ヶ崎6-19-48

25 公益社団法人鳥取県中部医師会 682-0871 倉吉市旭田町18

26 公益社団法人鳥取県栄養士会 682-0816 倉吉市駄経寺町212-5

27 公益社団法人倉吉市シルバー人材センター 682-0816 倉吉市駄経寺町2-8-1

28 公益社団法人倉吉法人会 682-0887 倉吉市明治町1037-11

29 公益社団法人境港市シルバー人材センター 684-0034 境港市昭和町11-22

30 公益社団法人岩美町シルバー人材センター 681-0065 岩美町新井269

31 公益社団法人智頭町シルバー人材センター 689-1402 智頭町智頭1795-1

32 公益社団法人湯梨浜町シルバー人材センター 682-0723 湯梨浜町久留98-4

33 公益社団法人琴浦町シルバー人材センター 689-2316 琴浦町下伊勢196-3

34 公益社団法人北栄町シルバー人材センター 689-2103 北栄町田井46-2

35 公益社団法人大山町シルバー人材センター 689-3332 大山町末長269-1

36 公益社団法人南部広域シルバー人材センター 683-0351 南部町法勝寺170

1 公益財団法人鳥取県学校給食会 680-0913 鳥取市安長字前内387-1

2 公益財団法人ごうぎん鳥取文化振興財団 680-0831 鳥取市栄町402番地

3 公益財団法人鳥取民藝美術館 680-0831 鳥取市栄町651

4 公益財団法人鳥取市文化財団 680-0831 鳥取市栄町655

5 公益財団法人鳥取県畜産振興協会 689-1124 鳥取市越路字蓬谷775-1

6 公益財団法人渡辺美術館 680-0003 鳥取市覚寺55

7 公益財団法人鳥取市公園・スポーツ施設協会 680-0864 鳥取市吉成3-1-5

8 公益財団法人鳥取県教育文化財団 680-0846 鳥取市扇町21

9 公益財団法人鳥取県林業担い手育成財団 680-0947 鳥取市湖山町西2-413

10 公益財団法人鳥取県国際交流財団 680-0846 鳥取市扇町21

11 公益財団法人鳥取市人権情報センター 680-0823 鳥取市幸町151

12 公益財団法人長谷育英奨学会 680-0051 鳥取市若桜町39

13 公益財団法人鳥取県産業振興機構 689-1112 鳥取市若葉台南7-5-1

14 公益財団法人鳥取市環境事業公社 680-0902 鳥取市秋里1031-2

15 公益財団法人鳥取県文化振興財団 680-0017 鳥取市尚徳町101-5

16 公益財団法人鳥取県生活衛生営業指導センター 680-0801 鳥取市松並町2-160

17 公益財団法人鳥取市学校給食会 680-0022 鳥取市西町2-311

18 公益財団法人鳥取童謡・おもちゃ館 680-0022 鳥取市西町3-202

19 公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構 680-0846 鳥取市扇町115-1

20 公益財団法人鳥取県造林公社 680-0911 鳥取市千代水4-37

21 公益財団法人鳥取県魚の豊かな川づくり基金 680-0011 鳥取市東町1-220

22
公益財団法人ワールドマスターズゲームズ２０２１
関西組織委員会

680-0011 鳥取市東町1-220

23 公益財団法人鳥取県市町村振興協会 680-0823 鳥取市幸町71

24 公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構 680-0011 鳥取市東町1-271

25 公益財団法人史跡鳥取藩主池田家墓所保存会 680-0011 鳥取市東町1-220

26 公益財団法人鳥取県育英会 680-0011 鳥取市東町1-271

27 公益財団法人鳥取県保健事業団 680-0845 鳥取市富安2-94-4

28 公益財団法人鳥取県体育協会 680-8570 鳥取市東町1-220

29 公益財団法人鳥取県暴力追放センター 680-0031 鳥取市本町3-201

30 公益財団法人鳥取県東部環境管理公社 689-0201 鳥取市伏野2220

31 公益財団法人鳥取県臓器・アイバンク 683-0826 米子市西町36-1

32 公益財団法人中海水鳥国際交流基金財団 683-0855 米子市彦名新田665

33 公益財団法人とっとりコンベンションビューロー 683-0043 米子市末広町294

34 公益財団法人鳥取県消防協会 689-3547 米子市流通町1350

35 公益財団法人鳥取県環境管理事業センター 683-0053 米子市明治町105

36 公益財団法人鳥取バイオサイエンス振興会 683-0826 米子市西町133-2

37 公益財団法人動物臨床医学研究所 682-0025 倉吉市八屋214-10

38 公益財団法人鳥取県建設技術センター 682-0018 倉吉市福庭町2-23

公益財団法人



鳥取県内に所在する事務所等の住所〒区分
番号

　　　　　　　　　　　　　　　　区分
（注２）

法人等名    

3号 39 公益財団法人とっとり県民活動活性化センター 682-0023 倉吉市山根557-1パープルタウン2階
（続き）

40 公益財団法人境港うなばら水産奨学会 684-0034 境港市昭和町9-33

41 公益財団法人鳥取県天神川流域下水道公社 682-0722 湯梨浜町はわい長瀬字高浜1517

42 公益財団法人鳥取県栽培漁業協会 689-0602 湯梨浜町石脇1166

43 公益財団法人竹歳敏夫奨学育英会 689-2221 北栄町由良宿423-1

44 公益財団法人鳥取県食鳥肉衛生協会 689-3203 大山町小竹1291-7

1 学校法人 鳥取家政学園 （鳥取敬愛高） 680-0022 鳥取市西町1-111

2 学校法人 鳥取学園 （鳥取城北高ほか） 680-0811 鳥取市西品治848

3 学校法人 ひかり幼稚園  680-0941 鳥取市湖山町北3-405 

4 学校法人 愛真幼稚園  680-0022 鳥取市西町1-226 

5 学校法人 鳥取ルーテル幼稚園  680-0046 鳥取市元大工町46 

6 学校法人 東部学園 （さくら幼稚園） 680-0853 鳥取市桜谷347 

7 学校法人 小さき花園幼稚園  680-0022 鳥取市西町1-455 

8 学校法人 修立幼稚園  680-0061 鳥取市立川町5-260-6

9 学校法人 稲葉幼稚園  680-0072 鳥取市滝山449-1

10 学校法人 鶏鳴学園（青翔開智高ほか） 680-0845 鳥取市富安2-35

11 学校法人 翔英学園 （米子北高ほか） 683-0804 米子市米原6-14-1

12 学校法人 米子永島学園 （米子松蔭高） 689-3541 米子市二本木316-1 

13 学校法人 あけぼの幼稚園 683-0844 米子市義方町4-1

14 学校法人 かいけ幼稚園 683-0801 米子市新開4-14-11

15 学校法人 米子幼稚園  683-0853 米子市両三柳2755

16 学校法人 良善幼稚園  683-0846 米子市安倍65

17 学校法人 米子みどり幼稚園 683-0006 米子市車尾3-12-56

18 学校法人 かもめ幼稚園  683-0851 米子市夜見町2568

19 学校法人 にしき幼稚園  683-0852 米子市河崎1660

20 学校法人 米子西部学園 （西部あおば幼稚園） 689-3541 米子市二本木259-6

21 学校法人 藤田学院 （鳥取短大ほか） 682-8555 倉吉市福庭854

22 学校法人 松柏学院 （倉吉北高） 682-0018 倉吉市福庭町1-180

23 学校法人 倉吉幼稚園  682-0824 倉吉市仲ノ町742-1

24 学校法人 淳心学院（聖テレジアこども園） 682-0872 倉吉市福吉町1376-6

25 学校法人 美哉幼稚園  684-0022 境港市明治町175

26 学校法人 聖心幼稚園  684-0012 境港市中町106

27 学校法人 湯梨浜学園 （湯梨浜高ほか） 689-0727 湯梨浜町田畑32-1

1 社会福祉法人 あすなろ会 680-0036 鳥取市川端4-115

2 社会福祉法人 ウイズユー 680-0904 鳥取市晩稲40-1

3 社会福祉法人 さとに会 680-0935 鳥取市里仁27

4 社会福祉法人 だんのさと 680-0821 鳥取市瓦町568

5 社会福祉法人 にじ色会 680-0909 鳥取市賀露町南4-10-3

6 社会福祉法人 讃美会 680-0942 鳥取市湖山町東4-51

7 社会福祉法人 賛幸会 680-0923 鳥取市服部204-1

8 社会福祉法人 青谷福祉会 689-0511 鳥取市青谷町善田27-1

9 社会福祉法人 鳥取いのちの電話 680-8691 鳥取市鳥取中央郵便局私書箱７号

10 社会福祉法人 鳥取こども学園 680-0061 鳥取市立川町5-417

11 社会福祉法人 鳥取県共同募金会 689-0201 鳥取市伏野1729-5

12 社会福祉法人 鳥取県厚生事業団 689-0201 鳥取市伏野2259-43

13 社会福祉法人 鳥取県身体障害者福祉協会 680-0846 鳥取市扇町21 県民ふれあい会館3階

14 社会福祉法人 鳥取福祉会 680-0873 鳥取市的場2-1

15 社会福祉法人 浜坂会 680-0001 鳥取市浜坂6-4-18

16 社会福祉法人 鳥取県社会福祉協議会 689-0201 鳥取市伏野1729-5

17 社会福祉法人 鳥取市社会福祉協議会 680-0845 鳥取市富安2-104-3

18 社会福祉法人 手をつなぐ福祉会 680-0912 鳥取市商栄町203-11

19 社会福祉法人 あしーど 683-0064 米子市道笑町2-126 桑本ビル1階

20 社会福祉法人 こうほうえん 683-0853 米子市両三柳1400

21 社会福祉法人 尚徳福祉会 683-0257 米子市榎原1889-6

22 社会福祉法人 いずみの苑 689-3402 米子市淀江町淀江1075

23 社会福祉法人 もみの木福祉会 683-0103 米子市富益町4660

24 社会福祉法人 やつなみ保育会 683-0001 米子市皆生温泉2-8-47

25 社会福祉法人 光生会 683-0021 米子市石井1223-1

社会福祉法人

学校法人 （注16､17）

公益財団法人（続き）



鳥取県内に所在する事務所等の住所〒区分
番号

　　　　　　　　　　　　　　　　区分
（注２）

法人等名    

3号 社会福祉法人（続き） 26 社会福祉法人 寿保育会 683-0853 米子市両三柳2406-3
（続き）

27 社会福祉法人 真誠会 683-0104 米子市大崎1511-1

28 社会福祉法人 仁慈保幼園 683-0067 米子市東町456

29 社会福祉法人 みその児童福祉会 683-0841 米子市上後藤4-2-36（聖園天使園）

30 社会福祉法人 地域でくらす会 683-0816 米子市西倉吉町83番地3

31 社会福祉法人 鳥取県ライトハウス 683-0001 米子市皆生温泉3-18-3

32 社会福祉法人 虹保育会 683-0003 米子市皆生6-4-21

33 社会福祉法人 博愛会 689-3533 米子市一部555

34 社会福祉法人 白老会 683-0004 米子市上福原1379-1 

35 社会福祉法人 米子福祉会 683-0822 米子市中町20

36 社会福祉法人 遊歩 683-0854 米子市彦名町2850-1

37 社会福祉法人 養和会 683-0841 米子市上後藤8-9-23

38 社会福祉法人 ひばり保育会 683-0014 米子市上福原5-13-78

39 社会福祉法人 米子市社会福祉協議会 683-0811 米子市錦町1-139-3

40 社会福祉法人 めぐみの風 683-0845 米子市旗ヶ崎1-3-10

41 社会福祉法人 あゆみ会 682-0016 倉吉市海田西町2-251

42 社会福祉法人 うわなだ福祉会 682-0811 倉吉市上灘町41-1

43 社会福祉法人 ひかり福祉会 682-0021 倉吉市上井1-1-104

44 社会福祉法人 みのり福祉会 682-0922 倉吉市福守町452

45 社会福祉法人 わかば福祉会 682-0804 倉吉市東昭和町177-1

46 社会福祉法人 因伯子供学園 682-0854 倉吉市みどり町3249

47 社会福祉法人 希望の家 682-0854 倉吉市みどり町3576-1

48 社会福祉法人 敬仁会 682-0023 倉吉市山根55

49 社会福祉法人 健推会 682-0881 倉吉市宮川町155-18

50 社会福祉法人 光の家 682-0017 倉吉市清谷町1-254-2

51 社会福祉法人 慈光会 682-0003 倉吉市新田360-2

52 社会福祉法人 十仁会 682-0841 倉吉市大宮451-1

53 社会福祉法人 親誠会 682-0804 倉吉市東昭和町158

54 社会福祉法人 清和会 682-0021 倉吉市上井300

55 社会福祉法人 倉吉愛児園 682-0823 倉吉市東町342

56 社会福祉法人 倉吉東福祉会 682-0021 倉吉市上井781-1

57 社会福祉法人 和 682-0018 倉吉市福庭町1-365-2

58 社会福祉法人 倉吉市社会福祉協議会 682-0872 倉吉市福吉町1400

59 社会福祉法人 ひまわり福祉会 682-0854 倉吉市みどり町3180

60 社会福祉法人 ケアパートナーズ 684-0054 境港市財ノ木町字川尻562

61 社会福祉法人 はまなす会 684-0076 境港市夕日ヶ丘1-66

62 社会福祉法人 まつぼっくり 684-0017 境港市岬町45-3

63 社会福祉法人 恩賜財団済生会 684-8555 境港市米川町44

64 社会福祉法人 境港福祉会 684-0076 境港市夕日ヶ丘2-100

65 社会福祉法人 境港保育会 684-0041 境港市中野町2055

66 社会福祉法人 晴天会 684-0027 境港市東本町83

67 社会福祉法人 境港市社会福祉協議会 684-0043 境港市竹内町40

68 社会福祉法人 しらゆり会 684-0072 境港市渡町2480 

69 社会福祉法人 フォイボス 681-0024 岩美町岩井357

70 社会福祉法人 ふれあい 681-0024 岩美町岩井250

71 社会福祉法人 岩美町社会福祉協議会 681-0003 岩美町浦富645

72 社会福祉法人 若桜町社会福祉協議会 680-0701 若桜町若桜1247-1

73 社会福祉法人 自立の会 689-1437 智頭町三田946-1

74 社会福祉法人 智頭町社会福祉協議会 689-1402 智頭町智頭1875

75 社会福祉法人 ふなおか福祉会 680-0411 八頭町船岡殿163

76 社会福祉法人 やず 680-0463 八頭町宮谷123

77 社会福祉法人 愛光会 680-0463 八頭町宮谷222-1

78 社会福祉法人 八頭町社会福祉協議会 680-0463 八頭町宮谷254-1

79 社会福祉法人 れしーぶ 680-0463 八頭町宮谷240-15

80 社会福祉法人 愛恵会 682-0121 三朝町大瀬1012

81 社会福祉法人 福生会 682-0125 三朝町横手396

82 社会福祉法人 三朝町社会福祉協議会 682-0215 三朝町横手50-4

83 社会福祉法人 信生会 682-0715 湯梨浜町はわい温泉58-5

84 社会福祉法人 太養保育園 689-0703 湯梨浜町方地511-1

85 社会福祉法人 湯梨浜町社会福祉協議会 689-0601 湯梨浜町泊1085-1

86 社会福祉法人 赤碕福祉会 689-2501 琴浦町赤碕1061-3



鳥取県内に所在する事務所等の住所〒区分
番号

　　　　　　　　　　　　　　　　区分
（注２）

法人等名    

3号 社会福祉法人（続き） 87 社会福祉法人 赤碕保育園 689-2501 琴浦町赤碕1867-8
（続き）

88 社会福祉法人 立石会 689-2301 琴浦町八橋1937

89 社会福祉法人 琴浦町社会福祉協議会 689-2352 琴浦町浦安123-1

90 社会福祉法人 トマトの会 689-2112 北栄町北条島366-7

91 社会福祉法人 みどり会 689-2101 北栄町江北484-3

92 社会福祉法人 中部福祉会 689-2202 北栄町東園331-1

93 社会福祉法人 北栄町社会福祉協議会 689-2205 北栄町瀬戸36-2

94 社会福祉法人 日吉津村社会福祉協議会 689-3533 日吉津村日吉津973-9

95 社会福祉法人 柿木村福祉会 689-3224 大山町高田1685-3

96 社会福祉法人 慶愛会 689-3333 大山町唐王208

97 社会福祉法人 光徳子供学園 689-3212 大山町名和1239-1

98 社会福祉法人 大徳会 689-3226 大山町大塚717

99 社会福祉法人 麗明会 689-3326 大山町安原1119

100 社会福祉法人 和貴 689-3225 大山町押平747-1

101 社会福祉法人 大山町社会福祉協議会 689-3111 大山町赤坂764

102 社会福祉法人 祥和会 683-0312 南部町福成3293

103 社会福祉法人 伯耆の国 683-0337 南部町落合646

104 社会福祉法人 南部町社会福祉協議会 683-0351 南部町法勝寺331-1

105 社会福祉法人 宏平会 689-4105 伯耆町久古1109-2

106 社会福祉法人 萌生会 689-4202 伯耆町長山161-1

107 社会福祉法人 伯耆町社会福祉協議会 689-4121 伯耆町大殿1010

108 社会福祉法人 日南福祉会 689-5665 日南町下石見2315

109 社会福祉法人 日南町社会福祉協議会 689-5211 日南町生山397-１

110 社会福祉法人 日野町社会福祉協議会 689-5131 日野町黒坂1247-1

111 社会福祉法人 日翔会 689-4503 日野町根雨730

112 社会福祉法人 尚仁福祉会 689-4403 江府町久連7

113 社会福祉法人 江府町社会福祉協議会 689-4401 江府町江尾2069

1 更生保護法人 鳥取県更生保護観察協会 680-0842
鳥取市吉方109 鳥取第３地方合同庁舎
鳥取保護観察所内

2 更生保護法人 鳥取県更生保護給産会 680-0824 鳥取市行徳3-815

認定ＮＰＯ法人 1 特定非営利活動法人 十人十色 689-1227 鳥取市用瀬町安蔵991

2 特定非営利活動法人 鳥取県自閉症協会 680-0821 鳥取市瓦町601

3 特定非営利活動法人 本の学校 683-0801 米子市新開2-3-10

4 特定非営利活動法人 倉吉鴨水館 682-0812 倉吉市下田中町801

5 特定非営利活動法人 ハーモニィカレッジ 680-0531 八頭町才代299

6 特定非営利活動法人 グリーンツーリズムもちがせ 689-1228 鳥取市用瀬町屋住278

7 特定非営利活動法人 スペシャルオリンピックス日本・鳥取 680-8571 鳥取市東町1丁目220

更生保護法人



鳥取県内に所在する事務所等の住所〒区分
番号

　　　　　　　　　　　　　　　　区分
（注２）

法人等名    

4号 控除対象ＮＰＯ法人 1 特定非営利活動法人 鳥取県自閉症協会 680-0821 鳥取市瓦町601

2 特定非営利活動法人 十人十色 689-1227 鳥取市用瀬町安蔵991

3 特定非営利活動法人 倉吉鴨水館 682-0812 倉吉市下田中町801

4 特定非営利活動法人 ハーモニィカレッジ 680-0531 八頭町才代299

4 特定非営利活動法人 グリーンツーリズムもちがせ 689-1228 鳥取市用瀬町屋住278

5 特定非営利活動法人 未来 682-0826 倉吉市東仲町2571

　注17） このほか、専修学校、各種学校に対する寄附金についても、控除の対象となる場合があります。

　注３） 賦課期日現在の寄附者の住所地に主たる事務所を有する共同募金会に対する寄附金で、総務大臣の承認を受けたものに限ります。
　　　　　（ 社福)鳥取県共同募金会に対する寄附金については、この区分の他、「財務大臣指定寄附金」及び「社会福祉法人」の区分にも控除の対象となるものがあります。）

　注４） 賦課期日（寄附金を支出した翌年の1/1）現在の寄附者の住所地の支部で収納された寄附金で、総務大臣の承認を受けたものに限ります。
　　　　　（日本赤十字社に対する寄附金については、この区分の他、「財務大臣指定寄附金」の区分にも控除の対象となるものがあります。）

　注５） 財務大臣の指定した寄附金には、本表に記載したもののほか、募集事業や期間等を定めて個々に指定するものがあります。

　注11） 研究法人（特別法により設立された法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人で国民経済上重要と認められる科学技術に関する試験研究を主たる目的とするもの）
　　　　　の試験研究の用に直接供する固定資産の取得のために同法人に対してされる寄附金

　注10） 独立行政法人日本学生支援機構に対する寄附金で、独立行政法人日本学生支援機構法に規定する学資の貸与に充てられるもの。

　注９） 日本私立学校振興・共済事業団への寄附金で、学校法人が設置する学校若しくは専修学校の教育に必要な費用若しくは基金に充てられるもの。

　注６） 国立大学法人、大学共同利用機関法人、国立高等専門学校機構、公立大学法人に対する寄附金で、大学等の設置・運営（管理）業務等に充てられるもの。

　注15） 地方独立行政法人に対する寄附金は、試験研究、病院事業の経営、社会福祉事業の経営及び介護老人保健施設の設置及び管理を主たる目的とするものに限られます。

　注16） 学校の入学に関してした寄附金は、控除の対象となりません。

　注８） 学校又は専修学校で、学校法人が設置するものの敷地、校舎その他付属設備に充てるために当該学校法人に対して支出された寄附金（募集につき財務大臣の承認を
　　　　　受けた日から１年を超えない範囲で、財務大臣が定めた期間内に支出されたもの）。

　注１） 本表は、平成31年2月25日現在、鳥取県総務部税務課において確認した情報であり、寄附時点で変更等になる可能性がありますので、ご注意願います。
　　　  　また、各情報は、以下に記載の方法等により確認したものであり、対象法人等を全てを網羅していない可能性がありますので、ご留意願います。

　　　　　・ 公益社団法人、公益財団法人　… 「国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト」の公益法人等の検索による情報
　　　　　・ 学校法人　… 「学校法人情報検索システム」（日本私立学校振興・共済事業団私学振興事業本部ホームページ）の法人情報検索による情報
　　　　　・ 社会福祉法人　…「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」（福祉医療機構ホームページ）の検索による情報
　　　　　・ 認定NPO法人　…「NPO法人ポータルサイト」（内閣府ホームページ）の検索による情報

　注２） １号～４号の表示は、地方税法第37条の２第１項の各号に対応した寄附金の区分です。

　注13） 以下に充てるため、中央共同募金会、各県共同募金会に対して支出された寄附金。
　　　　　　・社会福祉事業又は更生保護事業の用に供される土地、建物、機械その他の設備の取得若しくは改良の費用
　　　　　　・社会福祉事業又は更生保護事業に係る経常的経費
　　　　　　・社会福祉事業に係る民間奉仕活動に必要な基金

　注14） 日本赤十字社に対して毎年4月1日から9月30日までの間に支出された寄附金で、日本赤十字社がその寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けたものに限られます。

　注７） 学校又は専修学校で、学校法人等が設置するものの、校舎その他付属設備の受けた災害による復旧のために当該法人に対して支出された寄附金。
　　　　 ※ 専修学校にあっては、以下の教育の用に供される場合に限られます。
　　　　　　　・ 学校教育法第125条第１項に規定する高等課程（修業期間を通ずる授業時間数が2,000時間以上のもの）
　　　　　　　・ 学校教育法第125条第１項に規定する専門課程（修業期間を通ずる授業時間数が1,700時間以上のもの）

　注12） 社会福祉法第112条の規定により厚生労働大臣の定める期間内に支出された寄附金で、各都道府県共同募金会がその寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けた
　　　　　ものに限られます。


