
人口減少対策推進団体リスト

FPアイル合同会社 コンサルタント業 朝生田町2丁目1-4

NECソリューションイノベータ 株式会社 西日本支社 システムインテグレーション事業等 味酒町1丁目3

NPO法人 クオリティ アンド コミュニケーション オブ アーツ 芸術振興、中間支援等 三津2丁目8-18

NPO法人 シアターネットワークえひめ 芸術文化の振興 祝谷東町805-15

愛建電工 株式会社 建設業、設備工事業 南吉田町2798-65

アカマツ 株式会社 卸小売業 福音寺町235-1

石崎汽船 株式会社 一般旅客定期航路事業等 高浜町5丁目2259-1

一般社団法人 愛媛県法人会連合会 税知識の普及、地域社会への貢献等 大手町2丁目5-7

一般社団法人 お城下松山 中心市街地の活性化事業 大街道1丁目3-3

伊予鉄総合企画 株式会社 サービス業、広告事業等 三番町4丁目9-5

伊予鉄道 株式会社 運輸業 湊町4丁目4-1

医療法人 順風会 天山病院 医療、介護 天山2丁目3-30

愛媛経済同友会 経済団体 大街道3丁目1-1 

愛媛県若年者就職支援センター 若年者の就業支援 湊町3丁目4-6 

愛媛県中小企業家同友会 経済団体 松山市三番町1丁目11-10

愛媛信用金庫 金融業 二番町4丁目2-11

えひめ中央農業協同組合 農業協同組合 千舟町8丁目128-1

愛媛中小企業指導センター 経営支援 大手町2丁目5-7

愛媛フットサルパーク株式会社 サービス業、フットサル場の運営 一番町3-1-1松山三越屋上

学校法人 松山大学 教育研究 文京町4-2

学校法人 松山ビジネスカレッジ 学校教育 一番町1丁目4-1

株式会社 KDDI エボルバ コールセンター運営、BPO業務 千舟町6丁目4-3

株式会社 ＮＰシステム開発 システム開発、販売等 中央１丁目9-13

株式会社 アート不動産 不動産業等 朝生田町2丁目1-4

株式会社 愛キャリアながさき 各種請負業務等 花園町5-1

株式会社 彩都マネジメント 不動産業 千舟町5丁目7-6

株式会社 一榮 保険代理店業、介護施設の運営 紅葉町5-7

株式会社 伊予銀行 銀行業 南堀端町1

株式会社 ヴァンサンカン エステティックサロン等 二番町4丁目2-18

株式会社 ウイン 情報通信業、労働者派遣事業等 二番町3-6-5

株式会社 エス・ピー・シー 出版・広告 湊町7丁目3-5

株式会社 愛媛CATV 放送・通信業 大手町1丁目11-4

株式会社 愛媛銀行 銀行業 勝山町2丁目1

株式会社 愛媛ジェーシービー クレジットカード業、信用保証業 勝山町2丁目4-7

株式会社 愛媛職業案内 求人情報誌発行、広告代理業等 愛光町8-38

株式会社 愛媛新聞社 日刊新聞の発行等 大手町1丁目12-1

株式会社 愛媛パートナーエージェント 保険代理業、不動産仲介業 勝山町1丁目16-5

株式会社 えひめリビング新聞社 出版発行、イベント事業等 千舟町7丁目2-8

株式会社 エフエム愛媛 超短波放送による基幹放送事業 竹原町１丁目10-7

株式会社 キャップ 人材総合サービス 千舟町4丁目5-4

株式会社 クロス・サービス ビル管理事業、給食事業等 来住町1458-4

株式会社 コミットコーポレーション 映像制作 北吉田町204-1

株式会社 サニクリーン四国 清掃用品賃貸業等 衣山5丁目1-23

株式会社 三真 ビルメンテナンス業、炭の製造・販売 紅葉町5-7

株式会社 セブンスター 小売業 東石井1丁目7-13

株式会社 大建設計工務 建築設計 湯渡町5-36

株式会社 タカハシ 卸売業、設備工事業 久万ノ台284-4

株式会社 ダスキン椿 お掃除用品レンタル業等 東長戸4丁目2-17

株式会社 テクニカル 建築設備総合技術管理業等 来住町1482-1

株式会社 テレビ愛媛 情報通信業 真砂町119

株式会社 電通西日本　松山支社 広告の企画制作、PR、マーケティング業務等 三番町4丁目9-6

株式会社 とかげや ファッション販売等 湊町4丁目8-8

株式会社 ドコモCS四国　愛媛支店 情報通信事業 宮西2丁目9-33

株式会社 長崎商事 ビルメンテナンス業 来住町1482-1

株式会社 日本政策金融公庫　松山支店 政策金融 三番町6丁目7-3

株式会社 日本政策投資銀行　松山事務所 － 三番町7丁目1-21
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株式会社 日本キャリア工業 機械製造業 東垣生町980-5

株式会社 ビージョイ 食品製造業 枝松5丁目8-12

株式会社 ひめぎんソフト 情報サービス業、ソフトウェア開発等 南持田町27-1

株式会社 ファースト サービス業、遊戯場経営、不動産賃貸 大街道2丁目4-14

株式会社 フェローシステム システム開発、就労移行支援事業等 中一万町7-8

株式会社 まちづくり松山 広告及び映像事業等 大街道1丁目3-3

株式会社 松山建装社 広告業 三番町7丁目1-7

株式会社 松山三越 百貨店業 一番町3丁目1-1

株式会社 ミック 保険代理業 会津町1-2

株式会社 ユイ・システム工房 情報サービス業、ソフトウェア開発・スマートフォンアプリ開発等 来住町1239

公益財団法人 松山観光コンベンション協会 松山市の観光・物産振興 大街道3丁目2-46

公益財団法人 松山国際交流協会 国際交流に関する事業等 三番町6丁目4-20

公益財団法人 松山市体育協会 スポーツ振興事業 市坪西町625-1

公益財団法人 松山市男女共同参画推進財団 男女共同参画の推進 三番町6丁目4-20

公益財団法人 松山市文化・スポーツ振興財団 サービス業、指定管理業務 湊町7丁目5

公益社団法人 松山市シルバー人材センター 高年齢退職者の就業機会の確保等 若草町8-3

合同会社シアターねこ 芸術文化等事業の企画及び運営等 緑町1丁目2-1

国立大学法人 愛媛大学 教育研究 道後樋又10-13

コトラボ合同会社 三津浜オフィス まちづくりコンサルティング 三津2丁目13-29

サイボウズ 株式会社 松山オフィス グループウェアの開発、販売、運用 三番町3-9-3

四国旅客鉄道 株式会社 旅客鉄道事業・旅行業 南江戸1丁目14-1

シブヤ精機 株式会社 製造業 南吉田町2200

社会福祉法人 泰斗福祉会 社会福祉事業 苞木甲202-１

社会福祉法人 松山市社会福祉協議会 福祉 若草町8-2

社会福祉法人 松山市社会福祉事業団 社会福祉事業 若草町8-3

社会福祉法人 松山紅梅会 高齢者総合福祉施設 梅本の里 高齢者介護サービス業 北梅本町1624-1

聖カタリナ大学 教育研究 北条660

生活協同組合 コープえひめ 小売業等 朝生田町3丁目1-12

セキ 株式会社 総合印刷 湊町7丁目7-1

大進建設 株式会社 総合建設業、不動産業等 一番町1丁目15-1

太陽印刷 株式会社 印刷業 福音寺町514-1

高松石油 株式会社 ガソリンスタンド 東長戸4丁目1-33

帝人 株式会社 松山事業所 化学製品等の製造・開発 北吉田町77、西垣生町2345

東京海上日動火災保険 株式会社 愛媛支店 松山支社 保険業 本町2-1-7

東京第一ホテル松山 八紘開発 株式会社 ホテル業 南堀端町6-16

特定非営利活動法人 アクティブボランティア２１ 生涯学習、地域交流事業等 天山2丁目3-27

特定非営利活動法人 家族支援フォーラム 福祉サービス業 姫原2丁目3-21

特定非営利活動法人 農音 農業・農作物販売等 宮野534-1

特定非営利活動法人 ワークライフ・コラボ ワークライフ・バランスの推進 緑町1丁目2-1

トヨタL&F西四国 株式会社 フォークリフト修理 大可賀3丁目150-20

ナイスホーム四国 株式会社 一戸建住宅の請負・分譲等 千舟町4丁目5-4

中島商工会 経済団体 中島大浦3054-16

日本放送協会 松山放送局 放送事業 堀之内5

ひめぎん総合リース 株式会社 リース業 勝山町2丁目1

ひめぎんビジネスサービス 株式会社 サービス業 千舟町5丁目6-1

富士通コミュニケーションサービス 株式会社 松山サポートセンター 「コンタクトセンター」等のアウトソーシングサービス 千舟町5丁目6-1

北条商工会 経済団体 土手内125-1

北条総合開発 株式会社 ゴルフ場 才之原乙76-2

星企画 株式会社 広告業 東石井6丁目12-36

松山衛生事務組合 し尿処理施設 三番町6丁目6-1

松山広域福祉施設事務組合 介護老人福祉施設、救護施設 三番町6丁目6-1

松山公共職業安定所 行政機関 六軒家町3-27

まつやま里島ツーリズム連絡協議会 松山市島しょ部の活性化等 中島大浦1626

松山市駅前地下街 株式会社 不動産賃貸業 湊町5丁目1-1

松山市農業協同組合 農業協同組合 三番町8丁目325-1

松山東雲女子大学・松山東雲短期大学 教育研究 桑原3丁目2-1
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松山商工会議所 経済団体 大手町2-5-7

松山地域労働者福祉協議会 労働者福祉の推進 宮田町132

松山みらいクラブ連絡協議会 子育て支援活動 柳井町2丁目15-2

松山養護老人ホーム事務組合 養護老人ホーム 三番町6丁目6-1

松山離島振興協会 松山市島しょ部の活性化等 中島大浦673

三浦工業 株式会社 製造業 堀江町7

明星印刷工業 株式会社 印刷業 土居田町500

ヤマセイ 株式会社 製造業 小栗5丁目31-1

有限会社 新栄食品 製麺業 南高井町952

ルナ物産 株式会社 デザート食品製造業 南高井町1577

※内容については、各団体からの届出によるものです。ただし、一部割愛させていただいています。


