
都道府県 法人番号 教 育 施 設 の 名 称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 備 考 （ 学 校 名 等 ） 確認年月日

1 青森県
青森県

2000020020001
青森県立盲学校 青森市大字矢田前字浅井２４－２ 23.01.24

2 岩手県 岩手県立産業技術短期大学校 矢巾町字南矢幅１０－３－１ 20.05.01

3 岩手県 岩手県立久慈高等学校 久慈市畑田２６－９６ 22.12.16

4 岩手県 岩手県立産業技術短期大学校水沢校 奥州市水沢区佐倉河東広町６６－２ 24.01.13

5 宮城県
宮城県

8000020040002
宮城障害者職業能力開発校 宮城県仙台市青葉区台原５－１５－１ 24.12.04

6 宮城県
気仙沼市

8000020042056
気仙沼市立病院附属看護専門学校 気仙沼市赤岩杉ノ沢８－２ 30.03.15

7 秋田県 秋田県立視覚支援学校 秋田市上北手百崎字諏訪ノ沢３－１２７ 20.04.22

8 秋田県 秋田県立養護学校天王みどり学園 潟上市天王字追分西２７－１８ 23.12.08

9 秋田県 秋田県立衛生看護学院 秋田県横手市前郷二番町１０番２号 27.10.29

10 山形県 山形県立産業技術短期大学校 山形市松栄２－２－１ 20.04.15

11 山形県
山形県立山形職業能力開発専門
校

山形市松栄２－２－１ 20.04.22

12 山形県
酒田市

5000020062049
酒田市立酒田看護専門学校 酒田市中町三丁目７番１６号 22.12.14
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東北厚生局管内学生納付特例事務法人等指定状況（平成30年4月6日現在）

都道府県 法人番号 法 人 の 名 称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 備 考 （ 学 校 名 等 ） 指定年月日

1 青森県 5420005005476 学校法人弘前厚生学院 弘前市御幸町８－１０ 22.12.16

2 青森県 1420005000662 学校法人東奥学園 青森市勝田二丁目１１番１号 東奥保育・福祉専門学院 23.02.15

3 青森県 9420005004334 学校法人弘前城東学園 弘前市大字小比内３丁目１８番地１
弘前医療福祉大学
弘前医療福祉大学短期大学部 23.03.10

4 青森県 8420005003444 学校法人あずま学園 八戸市田向二丁目１１番１５号 八戸市歯科衛生士専門学校 23.12.08

5 青森県 2420005000653 学校法人三和会 青森市大字三内字稲元122-2
青森歯科衛生士専門学校
青森歯科技工士専門学校

24.10.29

6 青森県 2420005000661 学校法人青森山田学園 青森市幸畑二丁目３番１号
青森大学
青森山田高等学校 自動車専攻科
青森県ヘアアーチスト専門学校

26.10.15

7 青森県 4420005002508 学校法人光星学院 八戸市大字美保野１３番地９８
八戸学院大学
八戸学院大学短期大学部

29.02.06

8 岩手県 4400005002971 学校法人富士大学 花巻市下根子４５０番地３ 20.06.02

9 岩手県 1400005005267 一般財団法人岩手済生医会 盛岡市長田町２４番７号
岩手看護専門学校
岩手看護高等専修学校
岩手リハビリテーション学院

23.01.24

10 岩手県 4400505000070 学校法人関城学院 一関市旭町５番１４号 東北ヘアーモード学院 23.12.19

11 岩手県 6400005000263 一般財団法人北日本カレッジ 盛岡市盛岡駅西通二丁目5番15号
北日本ヘア・スタイリストカレッジ
北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ
北日本医療福祉専門学校

25.11.25

12 宮城県 7370005002147 国立大学法人東北大学 仙台市青葉区川内４１番地 20.08.01

13 宮城県 1370005001377 学校法人東北柔専 仙台市宮城野区福室３丁目４－１６ 仙台接骨医療専門学校 23.01.04

14 宮城県 4370005001390 学校法人仙台ＹＭＣＡ学園 仙台市青葉区立町９－７
仙台ＹＭＣＡ国際ホテル専門学
校

25.05.21

15 宮城県 8370005003615 学校法人赤門宏志学院 仙台市青葉区荒巻字青葉３３番地の１ 赤門鍼灸柔整専門学校 26.06.04

16 宮城県 4370005001432 学校法人三島学園 仙台市泉区虹の丘一丁目１８番地の２
東北生活文化大学
東北生活文化大学短期大学部 27.03.23

17 宮城県 9370005002384 学校法人健生学園 仙台市太白区中田四丁目４番地３５号 東日本医療専門学校 28.04.18

18 宮城県 8370005001404 学校法人東北工業大学 仙台市太白区八木山香澄町３５番１号 28.11.11

19 宮城県 8370005002146 国立大学法人宮城教育大学 仙台市青葉区荒巻字青葉１４９番地 29.01.12

20 宮城県 9370005002038 学校法人孔明学園 仙台市宮城野区榴岡五丁目１２番１０号 東北愛犬専門学院 29.12.14

21 宮城県 1370005001402 学校法人東北学院 仙台市青葉区土樋一丁目３番１号
東北学院大学土樋キャンパス
東北学院大学多賀城キャンパス
東北学院大学泉キャンパス

30.04.01

22 宮城県 4370005004071 学校法人曵地学園 仙台市青葉区宮町一丁目４番１８号 東洋国際文化アカデミー 30.04.01

23 宮城県 7370005001396 学校法人聖和学園 仙台市若林区木ノ下三丁目４番１号 聖和学園短期大学 30.04.01

24 秋田県 2410005005694 公立大学法人秋田公立美術大学 秋田市新屋大川町１２番地３号
秋田公立美術大学
秋田公立美術工芸短期大学

25.08.07

25 山形県 6390005003689 学校法人東北公益文科大学 酒田市飯森山３－５－１ 20.07.02

26 山形県 7390005000578 医療法人篠田好生会 山形県山形市桜町２－６８ 篠田看護専門学校 24.11.01

27 山形県 8390005002565 国立大学法人山形大学 山形市小白川町１－４－１２ 25.03.11

28 山形県 1390005002761
公立大学法人山形県立保健医療
大学

山形市上柳２６０ 山形県立保健医療大学 25.12.19

学生納付特例事務法人一覧表（34法人）



東北厚生局管内学生納付特例事務法人等指定状況（平成30年4月6日現在）

29 福島県 5380005005869
職業訓練法人
いわき情報処理開発財団

いわき市泉町四丁目１３番地の１２ いわきコンピュータ・カレッジ 23.12.08

30 福島県 5380005002569 学校法人博愛心学院 郡山市八山田６－３３ 東北医療福祉専門学校 23.12.08

31 福島県 7380005002542 準学校法人郡山学院 郡山市芳賀二丁目3番5号 ケイセンビジネス公務員カレッジ 25.11.25

32 福島県 8380005002566 学校法人こおりやま東都学園 郡山市図景二丁目９番３号 郡山健康科学専門学校 26.08.28

33 福島県 2380005002539 学校法人尚志学園 郡山市大槻町字坦ノ腰２ 学校法人尚志学園専修学校 29.10.13

34 福島県 7380005007863 公益社団法人会津若松医師会 会津若松市インター西３３番地５
公益社団法人会津若松医師会附属
会津准看護高等専修学校 29.11.14
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