
（令和４年１２月末現在）

区分

新規 令和４年中に新規に追加された法人

変更 法人情報の一部が変更となった法人

削除 令和４年１２月末時点で、転出・解散等により、寄附金対象団体から削除した法人

※令和４年１２月以前において、寄附金の対象となっていた法人も含まれている。

〔５０音順〕

区分 法人名称 主たる事業所住所 備考

1 藍 若林5-2-9三喜ビル

2 青い空保育園 岡本2-5-11

3 泉会 岡本2-33-23

4 うるおいの里 北烏山一丁目８番２号ＮＴＫビル２階

5 雲柱社 上北沢3-8-19

6 大三島育徳会 鎌田三丁目16番6号

7 櫂 上馬3-7-8　ﾄｰﾖｰBLDG

8 河田母子厚生会 赤堤1-3-23

9 嬉泉 船橋1-30-9

10 砧福祉園 千歳台6-16-12

11 共生会SHOWA 太子堂1-6-2-3階

12 敬心福祉会 給田5-9-5

13 けやき福祉会 祖師谷2-5-38

14 こうれいきょう 三宿1-8-10　山元ビル

15 康和会 北烏山2-14-20

16 児玉新生会 経堂2-5-21

17 子どもの虐待防止センター 南烏山4-18-8

18 桜ケ丘 桜丘4丁目19番33号

19 早苗会 桜上水3-18-12

20 寿心会 北烏山7-8-11

21 春明会 豪徳寺1-25-18

22 自立の家 松原3-20-7　オリーブ館１階

23 信愛福祉協会 成城2-15-3

24 仁慈保幼園 代田二丁目32番16号 平成28年6月27日　鳥取県から転入

25 崇仁会 代沢2-27-1

26 杉の子保育会 南鳥山2-2-3

27 青少年と共に歩む会 桜上水1丁目27番11号

28 せたがや樫の木会 代田1-29-5

29 世田谷共育舎 用賀1丁目2番2号

30 世田谷区社会福祉協議会 成城6-3-10

31 世田谷区社会福祉事業団 世田谷1-23-2

32 世田谷ボランティア協会 下馬2-20-14

33 全国重症心身障害児(者)を守る会 三宿2丁目30番9号

34 玉川の会 奥沢7-36-9

35 多摩福祉会 北沢二丁目36番9号

36 つながりの会 桜3-19-13

37 東京育成園 上馬4-12-3

38 東京さくら福祉会 桜丘4-7-17

39 東京有隣会 船橋2-15-38

40 ナオミの会 等々力4-13-10

41 南山会 喜多見7丁目20番26

42 日本フレンズ奉仕団 下馬2-21-11

43 はる 等々力二丁目３６番２号　エクセル等々力201号室

44 ふきのとうの会 上用賀6-19-21

45 福音寮 上北沢3-1-19

46 古木会 成城6丁目13番17号

47 奉優会 駒沢1-4-15　真井ﾋﾞﾙ5階

48 めぐはうす 松原3-40-7　ﾊﾟｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞﾋﾞﾙ201号室

49 友愛十字会 砧3-9-11

50 老後を幸せにする会 等々力5-19-10

社会福祉法人　 ５０法人



（令和４年１２月末現在）

区分

新規 令和４年中に新規に追加された法人

変更 法人情報の一部が変更となった法人

削除 令和４年１２月末時点で、転出・解散等により、寄附金対象団体から削除した法人

※令和４年１２月以前において、寄附金の対象となっていた法人も含まれている。

区分 法人名称 主たる事業所住所 備考

1 雲柱社 上北沢３丁目8番19号

2 鷗友学園 宮坂１－５－３０　

3 国本学園 喜多見８－１５－３３ 平成３１年３月１０日証明書有効期限切れ。平成３１年４月９日再発行。

4 恵泉女学園 船橋５-８-１

5 国際聖マリア学園 瀬田1-6-19

6 国士舘 世田谷４-２８-１

7 駒澤大学 駒沢１-２３-１

8 駒場学園 代沢１－２３－８　 令和元年７月２４日証明書有効期限切れ。令和元年１０月９日再発行。

9 産業能率大学 等々力６-３９-１５

10 春光学園 船橋１－３６－７

11 昭和女子大学 太子堂１-７-５７

12 変更 食糧学院 池尻２－２３－１１ 平成25年7月14日証明書有効期限切れ　令和４年５月17日再発行

13 成城学園 成城６-１-２０

14 成徳学園 代田６丁目１２番３９号 

15 聖ドミニコ学園 岡本１－１０－１　

16 世田谷学園 三宿１－１６－３１　

17 大東学園 船橋７－２２－１　

18 玉川聖学院 奥沢７－１１－２２

19 多摩美術大学 上野毛３-１５-３４

20 調布学園 東玉川２-２１-８

21 田園調布雙葉学園 玉川田園調布１－２０－９

22 東育学院 上馬４－１２－３　

23 東京農業大学 桜丘１-１-１

24 二階堂学園 北烏山８-１９-１

25 日ソ学園 経堂１－１１－２ 平成26年10月7日、証明書有効期限切れ。平成31年1月10日証明書再発行

26 日本学園 松原２－７－３４　

27 日本体育大学 深沢７-1-1 (旧)日本体育会　

学校法人　２７法人

〔５０音順〕



（令和４年１２月末現在）

区分

新規 令和４年中に新規に追加された法人

変更 法人情報の一部が変更となった法人

削除 令和４年１２月末時点で、転出・解散等により、寄附金対象団体から削除した法人

※令和４年１２月以前において、寄附金の対象となっていた法人も含まれている。

〔５０音順〕

法人種類 区分 法人名称 主たる事業所住所 備考

1 いであ環境・文化財団 玉川3丁目14番5号

2 井上バレエ団 砧８丁目４番１３号 平成23年4月1日公益社団法人

3 今井精一記念財団 砧６丁目１５番２号

4 雲浜奨学会 松原２丁目３４番６号 平成23年11月1日公益財団法人

5 大宅壮一文庫 八幡山３丁目１０番２０号

6 音楽鑑賞振興財団 岡本２丁目３２番１５号 平成23年4月1日公益財団法人

7 賀川事業団雲柱社 上北沢３丁目８番１９号

8 加藤山崎教育基金 喜多見１丁目１８番６号 平成24年6月6日、神奈川県厚木市より移転。

9 河野文化財団 赤堤１丁目１４番２５号

10 五島美術館 上野毛三丁目９番２５号

11 春風学寮 経堂５丁目３番１２号

12 静嘉堂 岡本２丁目２３番１号

13 世田谷区産業振興公社 太子堂２丁目１６番７号　世田谷産業プラザ4階 平成23年4月1日公益財団法人

14 世田谷区スポーツ振興財団 大蔵４丁目６番１号　総合運動場温水プール2階 平成23年4月1日公益財団法人

15 世田谷区保健センター 松原６丁目３７番１０号区立保健医療福祉総合プラザ内 平成23年2月1日公益財団法人

16 せたがや文化財団 太子堂４丁目１番１号　キャロットタワー 平成23年4月1日公益財団法人

17 勅使河原和風会 桜新町1丁目21番13号

18 東京都医学総合研究所 上北沢２丁目１番６号 平成23年4月（財）東京都医学研究機構より商号変更。平成24年4月1日公益財団法人

19 徳川ミュージアム 等々力６丁目３８番６－１０１号 平成23年4月1日公益財団法人

20 日産厚生会 瀬田４丁目８番１号

21 日本股関節研究振興財団 上馬１丁目１３番１１号 平成23年12月1日公益財団法人

22 日本国際医学協会 上馬１丁目１５番３号　3Ｆ 平成23年11月1日財団法人日本国際医学協会（旧民法第34条法人）より移行

23 日本ばら会 奥沢７丁目１９番１４号　ベルハイム九品仏Ａ棟１０３号

24 日本フラッグフットボール協会 深沢７丁目１－１日本体育大学内

25 原田積善会 等々力３丁目３３番３号 平成23年1月4日公益財団法人

26 不二科学技術振興財団 等々力七丁目17番24号

27 プラン・インターナショナル・ジャパン 三軒茶屋２丁目１１番２２号 平成23年2月1日公益財団法人。旧（財）日本フォスター・プラン協会　平成28年7月1日名称変更(旧)プラン・ジャパン

28 水戸育英会 上用賀４丁目１番２４号 平成23年4月1日財団法人水戸育英会（旧民法第34条法人）より移行

29 山田長満奨学会 成城６丁目２８番１８号 平成29年4月18日神奈川県へ転出、平成３０年５月３０日再転入

30 会社役員育成機構 中町二丁目30番22号CITTA CASA BIANCA 303号室 平成23年4月27日公益社団法人

31 北沢法人会 梅丘一丁目４３番１号

32 整体協会 瀬田１丁目９番７号

33 世田谷区私立幼稚園協会 太子堂１丁目７番　昭和女子大学内

34 世田谷区シルバー人材センター 宮坂１丁目２４番６号　宮坂区民センター内 平成23年4月1日公益社団法人

35 世田谷工業振興協会 太子堂２丁目１６番７号

36 世田谷法人会 若林１丁目１５番１０号　電設会館３階

37 玉川法人会 玉川２丁目１番１５号 平成23年4月1日公益社団法人

38 東京都世田谷区歯科医師会 松原６丁目４番１号 平成23年3月1日公益社団法人

39 東京都玉川歯科医師会 玉川３丁目２１番２号

40 東京都洋菓子協会 池尻２丁目２１番１４号

41 日本バリュー・エンジニアリング協会 駒沢１丁目４番１５号　真井ビル6階 平成23年8月1日公益社団法人

公益法人　４１法人
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（令和４年１２月末現在）

区分

新規 令和４年中に新規に追加された法人

変更 法人情報の一部が変更となった法人

削除 令和４年１２月末時点で、転出・解散等により、寄附金対象団体から削除した法人

※令和４年１２月以前において、寄附金の対象となっていた法人も含まれている。

〔５０音順〕

法人種類 区分 法人名称 主たる事業所住所 備考

1 ISPA Japan 成城四丁目 ３３番１―５０９号 令和２年６月２５日名称変更（旧：認定NPO法人インターナショナル・セイル・アンド・パワー・アソシエーション・ジャパン）

2 ＩＣＡ文化事業協会 祖師谷四丁目1番22号　2階 名称変更：アイシーエー文化事業協会→ICA文化事業協会

3 イーパーツ 三軒茶屋2丁目55番8号

4 新規 Ａｉｍ　Ｔｏｐ　Ｓｗｉｍｍｉｎｇ　Ｃｌｕｂ 上北沢四丁目２５番１号　１階

5 ＬＳスコラ育英基金 船橋一丁目25番15号

6 心のおしゃべり音楽工房 弦巻二丁目１２番２８号

7 削除 ココロのバリアフリー計画 上馬二丁目33番3号 令和４年１月25日認定期間満了

8 ＣＦＦジャパン 給田三丁目３４番３号山喜荘１０１

9 児童虐待防止全国ネットワーク 松原一丁目45-10ＫＴスクエアー4Ｂ号

10 ＴＯＫＹＯ　ＮＯＶＹＩ・ＡＲＴ 北沢2-13-6 第１マツヤビル３F 令和３年３月２３日名称変更（旧：東京ノーヴイ・レパートリーシアター）

11 日本テニスウエルネス協会 松原5丁目23番2号

12 ハートセービングプロジェクト 下馬一丁目２９番５号―１０２

13 新規 Ｂｅｉｎｇ　ＡＬＩＶＥ　Ｊａｐａｎ 深沢二丁目１２番１―２１３号

14 フリー・ザ・チルドレン・ジャパン 南烏山6-6-5号　安藤ビル3F

15 プレーパークせたがや 桜一丁目３１番２３号　Ｋ邸Ｂ棟

16 Hope　and　Faith　International 玉川4-10-20 平成29年5月15日国税庁認定期間満了。令和２年４月１０日再認定。

17 ホームケアエクスパーツ協会 代田六丁目６番９号　アルコーブ下北沢Ｂ１

18 マザーリンク・ジャパン 若林３丁目８番５号

19 わんぱくクラブ育成会 若林二丁目３９番２号

認定ＮＰＯ法人　１９法人

※新規の法人については、認定ＮＰＯ法人に認定された日以後の寄附金が寄附金税額控除の対象となります。（各備考欄参照）
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