
（東海北陸厚生局） 令和5年3月2日現在

項番 県名 法人・教育施設名 法人番号 主たる事務所の所在地 備　考 （ 学　校　名 ）

1 学校法人　富山国際学園 9230005000336 富山市願海寺水口４４４
・富山国際大学東黒牧キャンパス
・富山国際大学呉羽キャンパス
・富山短期大学

＊ 学校法人　青池学園 8210005008893
（近畿厚生局指定分）
福井県三方郡美浜町

・富山リハビリテーション医療福祉大学校
・富山調理製菓専門学校

2 金沢美術工芸大学 7220005004447 金沢市小立野５－１１－１

3 学校法人　アリス国際学園 8220005001914 金沢市円光寺本町８－５０
・専門学校アリス学園
・専門学校アリス学園　加賀分校

4 学校法人　金沢学院大学 4220005001926 金沢市末町１０の５番地の１
・金沢学院大学
・金沢学院短期大学
・金沢学院大学大学院

5 学校法人　金城学園 6220005001932 金沢市本多町二丁目2番3号
・金城大学
・金城大学短期大学部

6 公立大学法人　公立小松大学 5220005008284 小松市四丁町ヌ1番地３ ・公立小松大学

7 情報科学芸術大学院大学 4000020210005 大垣市領家町３丁目９５番地

8 木工芸術スクール 4000020210005 高山市匠ヶ丘町1丁目123番地

9 岐阜県立下呂看護専門学校 4000020210005 下呂市幸田１１２８－１

10 学校法人　神谷学園 6200005001496 岐阜市高岩町５番地
・東海学院大学短期大学部
・東海学院大学

11 学校法人　華陽学園 7200005001512 岐阜市太郎丸８０番地
・岐阜女子大学
・岐阜女子大学大学院

12 社会福祉法人　新生会 3200005005896 揖斐郡池田町本郷１５０１番地 ・サンビレッジ国際医療福祉専門学校

13 学校法人　静岡県西部理容美容学園 1080405000198 浜松市中区鴨江１－２－４ ・静岡県西部理容美容専門学校

14 東海アクシス看護専門学校 袋井市上田町２６７番地の３０

15 学校法人　森島学園 6080405003576 浜松市浜北区貴布祢２３２－３
・専門学校浜松医療学院
・専門学校富士リハビリテーション大学校

16 学校法人　静岡自動車学園　 5080005001361 静岡市葵区宮前町７１－１ ・専門学校静岡工科自動車大学校

＊ 学校法人　湘南ふれあい学園　 6021005001629
（関東信越厚生局指定分）
　神奈川県横浜市

・下田看護専門学校

17 学校法人　興誠学園 8080405000191 浜松市中区高林一丁目１７番２号
・浜松学院大学
・浜松学院大学短期大学部

18 学校法人　国際ことば学院 2080005002008 静岡市駿河区八幡三丁目２番２８号
・国際ことば学院外国語専門学校
・国際ことば学院日本語学校
・富士山日本語学校

19 学校法人　掛川学園 4080405005145 掛川市葛川１１５５番地２ ・静岡アルス美容専門学校

20 学校法人　静岡県美容学園 4080005001354 静岡市葵区春日二丁目4番10号 ・静岡県美容専門学校

21 学校法人　常葉大学 7080005001368 静岡市駿河区弥生町6番1号

・常葉大学
（静岡草薙キャンバス／静岡瀬名キャンパス／
　静岡水落キャンパス／浜松キャンパス）
・常葉大学短期大学部
（静岡草薙キャンバス／静岡瀬名キャンパス）

22 浜松市立看護専門学校 浜松市中区佐鳴台五丁目8番１号

23 学校法人　静岡国際言語学院 6080405006752 袋井市諸井２３３１－１ ・静岡国際言語学院

24 学校法人　愛知学院 1180005002122 名古屋市千種区楠元町１－１００ ・愛知学院大学

25 岡崎市立看護専門学校 3000020232025 岡崎市伊賀町字西郷中１０４

26 学校法人　セムイ学園 7180305005967 名古屋市中村区名駅南二丁目７番２号

・東海医療科学専門学校
・東海歯科医療専門学校
・東海医療工学専門学校
・東海医療福祉専門学校
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27 学校法人　中京法律学園 4180005002227 名古屋市東区徳川町１８０４ ・中京法律専門学校

28 学校法人　電波学園 4180005002235 名古屋市熱田区神宮４－７－２１
・愛知工科大学
・愛知工科大学自動車短期大学

29 公益財団法人　名古屋YWCA 8180005014152 名古屋市中区新栄町２－３ ・名古屋YWCA学院日本語学校

＊ 学校法人　日本教育財団　 2120005004759
（近畿厚生局指定分）
　大阪府大阪市

・名古屋モード学園
・ＨＡＬ名古屋
・名古屋医専

＊ 独立行政法人地域医療機能推進機構 6040005003798
（関東信越厚生局指定分）
　東京都港区

・ＪＣＨＯ中京病院附属看護専門学校

30 学校法人　名古屋電気学園 2180005002245 名古屋市千種区若水三丁目２番１２号

・愛知工業大学八草キャンパス
・愛知工業大学自由ヶ丘キャンパス
・愛知工業大学本山キャンパス
・愛知工業大学情報電子専門学校

31 学校法人　名古屋大原学園 7180005002257 名古屋市中村区名駅三丁目２０番８号

・大原簿記情報医療専門学校
・大原簿記情報医療専門学校静岡校
・大原簿記情報医療専門学校浜松校
・大原トラベル･ホテル･ブライダル専門学校
・大原トラベル･ホテル･ブライダル専門学校静岡校
・大原トラベル･ホテル･ブライダル専門学校浜松校
・大原法律公務員専門学校
・大原法律公務員専門学校静岡校
・大原法律公務員専門学校浜松校
・大原簿記医療観光専門学校岐阜校
・大原法律公務員専門学校岐阜校
・大原公務員医療観光専門学校沼津校
・大原介護福祉専門学校沼津校
・大原簿記医療観光専門学校津校
・大原法律公務員専門学校津校

32 学校法人　瀬木学園 1180005002205 名古屋市瑞穂区春敲町二丁目１３番地
・愛知みずほ大学
・愛知みずほ大学大学院
・愛知みずほ大学短期大学部

33 学校法人　神野学園 5180005002201 名古屋市東区泉1丁目23番37号
・岐阜医療科学大学
・中日本自動車短期大学
・中日本航空専門学校

34 公立大学法人　名古屋市立大学 8180005006604 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地 ・名古屋市立大学

35 愛知県美容業生活衛生同業組合 3180005003226 名古屋市中区上前津２丁目９番１０号
・中部美容専門学校（名古屋校）
・中部美容専門学校（岡崎校）

36 学校法人　前田学園 6180005015301 名古屋市中区新栄２－１６－２ ・愛知美容専門学校

37 学校法人　名古屋文化学園 7180005002249 名古屋市東区白壁一丁目５４番地 ・名古屋文化学園保育専門学校

38 学校法人　さくら学園 5180305004599 安城市相生町5番9号
・慈恵福祉保育専門学校
・慈恵歯科医療ファッション専門学校

39 学校法人　滝川学園 6180005002217 名古屋市西区笹塚町２－１ ・名古屋文理大学短期大学部

40 学校法人　吉田学園 8180005007453 長久手市蟹原１６０１番地 ・専門学校愛知保健看護大学校

41 学校法人　藤田学園 4180005007630 豊明市沓掛町田楽ヶ窪１番地９8 ・藤田医科大学

42 医療法人　珪山会 8180005002413 名古屋市中村区太閤通四丁目１番地 ・中部看護専門学校

43 学校法人　たちばな学園 7180005002232 名古屋市中区丸の内二丁目６番４号 ・理学・作業名古屋専門学校

44 学校法人　さわらび学園 1180305003472 豊川市馬場町上石畑６１番地 ・中部福祉保育医療専門学校

45 社会福祉法人福寿園 7180305002543 田原市六連町神ノ釜９－３ ・田原福祉グローバル専門学校

46 学校法人　東洋学園 7180005002240 名古屋市西区牛島町１番1号 ・国際調理師専門学校名駅校

47 三重県立公衆衛生学院 5000020240001 津市夢が丘１－１－１

48 三重県立水産高等学校 5000020240001 志摩市志摩町和具２５７８

49 学校法人　長谷川学園 6190005000211 津市上浜町１－１４ ・旭理容美容専門学校

50 学校法人　鈴鹿医療科学大学 3190005004017 鈴鹿市岸岡町１００１番地１
・鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス
・鈴鹿医療科学大学白子キャンパス

51 学校法人　暁学園 4190005008660 四日市市萱生町２３８番地 ・四日市大学

52 公益社団法人　松阪地区医師会 5190005006556 松阪市白粉町３６３番地 ・松阪看護専門学校

53 学校法人　大川学園 3190005000214 津市大谷町240 ・三重調理専門学校

　＊　東海北陸厚生局以外の地方厚生（支）局で指定された法人で、東海北陸厚生局管内に学校等が所在するもの。
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