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1

公益財団法人ハン六文化振興財団

コウエキザイダンホウジンハンロクブンカシンコウザイダン

520-0047 滋賀県大津市浜大津一丁目１番１３号ハン六ビル内

077-510-0806

平成21年11月24日
移行登記

2

公益社団法人滋賀県人権教育研究会

コウエキシャダンホウジンシガケンジンケンキョウイクケンキュウカイ

520-0801

滋賀県大津市におの浜四丁目１番１４号解放県民セ
ンター「光荘」内

077-525-5096

平成22年4月1日
移行登記

3

公益財団法人五峰興風会

コウエキザイダンホウジンゴホウコウフウカイ

521-1222 滋賀県東近江市佐野町２３番地

0748-42-3901

平成22年4月1日
移行登記

4

公益社団法人滋賀県環境保全協会

コウエキシャダンホウジンシガケンカンキョウホゼンキョウカイ

520-0806 滋賀県大津市打出浜２番１号

077-525-2061

平成22年4月1日
移行登記

5

公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会

コウエキシャダンホウジンシガケンフドウサンカンテイシキョウカイ

520-0043 滋賀県大津市中央三丁目１番８号

077-526-1172

平成22年4月1日
移行登記

6

公益財団法人SGH文化スポーツ振興財団

コウエキザイダンホウジンエスジーエイチブンカスポーツシンコウザイダン

524-0102 滋賀県守山市水保町字北川２８９１番地４４

077-585-7800

平成22年4月1日
移行登記

7

公益財団法人近江八幡ロータリー奨学会

コウエキザイダンホウジンオウミハチマンロータリーショウガクカイ

523-0891

0748-34-8345

平成22年7月1日
移行登記

8

公益財団法人秀明文化財団

コウエキザイダンホウジンシュウメイブンカザイダン

529-1814 滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷３００

0748-82-3421

平成22年11月1日
移行登記

9

公益財団法人滋賀県暴力団追放推進センター

コウエキザイダンホウジンシガケンボウリョクダンツイホウスイシンセンター

520-8501 滋賀県大津市打出浜１番１０号

077-525-8930

平成22年12月1日
移行登記

10 公益財団法人深尾理工教育振興財団

コウエキザイダンホウジンフカオリコウキョウイクシンコウザイダン

525-0059 草津市野路１丁目１２番１１－５０７号

077-516-0830

平成23年4月1日
移行登記

11 公益財団法人滋賀医学国際協力会

コウエキザイダンホウジンシガイガクコクサイキョウリョクカイ

520-2192

滋賀県大津市瀬田月輪町、国立大学法人滋賀医科
大学内

077-548-9620

平成23年4月1日
移行登記

12 公益社団法人滋賀県手をつなぐ育成会

コウエキシャダンホウジンシガケンテヲツナグイクセイカイ

520-0044

滋賀県大津市京町四丁目３番２８号滋賀県厚生会館
内

077-523-3052

平成23年4月1日
移行登記

13 公益財団法人膳所焼美術館

コウエキザイダンホウジンゼゼヤキビジュツカン

520-0837 滋賀県大津市中庄一丁目２２番２８号

077-523-1118

平成23年4月1日
移行登記

14 公益財団法人淡海文化振興財団

コウエキザイダンホウジンオウミブンカシンコウザイダン

520-0801 滋賀県大津市におの浜一丁目１番２０号

077-524-8440

平成23年4月1日
移行登記

15 公益財団法人滋賀県国際協会

コウエキザイダンホウジンシガケンコクサイキョウカイ

520-0801

077-526-0931

平成23年4月1日
移行登記

16 公益社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会

コウエキシャダンホウジンシガケンシルバージンザイセンターレンゴウカイ

520-0054 滋賀県大津市逢坂一丁目１番１号

077-525-4128

平成23年4月1日
移行登記

17 公益社団法人湖南市シルバー人材センター

コウエキシャダンホウジンコナンシシルバージンザイセンター

520-3223 滋賀県湖南市夏見６２１番地の２

0748-72-6835

平成23年4月1日
移行登記

18 公益財団法人滋賀県人権センター

コウエキザイダンホウジンシガケンジンケンセンター

520-0801 滋賀県大津市におの浜四丁目１番１４号

077-522-8243

平成23年4月1日
移行登記

19 公益社団法人大津納税協会

コウエキシャダンホウジンオオツノウゼイキョウカイ

520-0806 滋賀県大津市打出浜２番１号コラボしが２１ ９階

077-511-1525

平成23年4月1日
移行登記

20 公益社団法人滋賀県栄養士会

コウエキシャダンホウジンシガケンエイヨウシカイ

524-0037 滋賀県守山市梅田町2番1号

077-581-1366

平成23年4月1日
移行登記

滋賀県近江八幡市鷹飼町１４８１番地ホテルニューオ
ウミ９階近江八幡ロータリークラブ内

滋賀県大津市におの浜一丁目１番２０号滋賀県立県
民交流センター内
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21 公益財団法人おりづる会

コウエキザイダンホウジンオリヅルカイ

520-8577 滋賀県大津市京町四丁目１番１号滋賀県庁内

077-528-3682

平成23年4月1日
移行登記

22 公益財団法人びわ湖芸術文化財団

コウエキザイダンホウジンビワコゲイジュツブンカザイダン

520-0806 滋賀県大津市打出浜１５番１号

077-523-7133

平成23年4月1日
移行登記

23 公益社団法人長浜観光協会

コウエキシャダンホウジンナガハマカンコウキョウカイ

526-0031 滋賀県長浜市八幡東町６３２番地

0749-65-6521

平成23年4月1日
移行登記

24 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ

コウエキザイダンホウジンシガケンサンギョウシエンプラザ

520-0806 滋賀県大津市打出浜２番１号コラボしが２１内

077-511-1410

平成23年4月1日
移行登記

25 公益財団法人大平会

コウエキザイダンホウジンオオヒラカイ

520-0861 滋賀県大津市石山寺三丁目９番３６号

077-537-3157

平成23年4月1日
移行登記

26 公益財団法人松山育英会

コウエキザイダンホウジンマツヤマイクエイカイ

528-0212 滋賀県甲賀市土山町南土山甲４３０番地

0748-66-0158

平成23年4月1日
移行登記

27 公益社団法人草津納税協会

コウエキシャダンホウジンクサツノウゼイキョウカイ

525-0032 滋賀県草津市大路一丁目１７番１８号

077-562-0374

平成23年4月1日
移行登記

28 公益社団法人彦根納税協会

コウエキシャダンホウジンヒコネノウゼイキョウカイ

522-0063 滋賀県彦根市中央町３番８号

0749-22-2836

平成23年4月1日
移行登記

29 公益社団法人近江八幡納税協会

コウエキシャダンホウジンオウミハチマンノウゼイキョウカイ

523-0893 滋賀県近江八幡市桜宮町２３１番地の２

0748-33-4121

平成23年4月1日
移行登記

30 公益社団法人今津納税協会

コウエキシャダンホウジンイマヅノウゼイキョウカイ

520-1501 滋賀県高島市新旭町旭１丁目１０番地１

0740-25-7711

平成23年4月1日
移行登記

31 公益社団法人長浜納税協会

コウエキシャダンホウジンナガハマノウゼイキョウカイ

526-0037 滋賀県長浜市高田町１２番３４号

0749-63-5150

平成23年4月1日
移行登記

32 公益社団法人水口納税協会

コウエキシャダンホウジンミナクチノウゼイキョウカイ

528-0005 滋賀県甲賀市水口町水口５５８７の２

0748-62-1151

平成23年4月1日
移行登記

33 公益財団法人草津市コミュニティ事業団

コウエキザイダンホウジンクサツシコミュニティジギョウダン

525-0037 滋賀県草津市西大路町９番６号

077-565-0404

平成23年4月1日
移行登記

34 公益社団法人守山市シルバー人材センター

コウエキシャダンホウジンモリヤマシシルバージンザイセンター

524-0021 滋賀県守山市吉身二丁目５番１号

077-583-2727

平成23年5月2日
移行登記

35 公益社団法人彦根市シルバー人材センター

コウエキシャダンホウジンヒコネシシルバージンザイセンター

522-0056 滋賀県彦根市開出今町１４１９番地

0749-22-5622

平成23年5月2日
移行登記

36 公益社団法人栗東市シルバー人材センター

コウエキシャダンホウジンリットウシシルバージンザイセンター

520-3016 滋賀県栗東市小野４５２番地１

077-552-4001

平成23年5月2日
移行登記

37 公益社団法人甲賀市シルバー人材センター

コウエキシャダンホウジンコウカシシルバージンザイセンター

528-0035 滋賀県甲賀市水口町名坂８３０番地１

0748-63-0872

平成23年5月2日
移行登記

38 公益社団法人草津市シルバー人材センター

コウエキシャダンホウジンクサツシシルバージンザイセンター

525-0005 滋賀県草津市志那町２５５４番地１

077-568-8881

平成23年5月2日
移行登記

39 公益社団法人高島市シルバー人材センター

コウエキシャダンホウジンタカシマシシルバージンザイセンター

520-1121 滋賀県高島市勝野２１５番地

0740-36-8191

平成23年5月2日
移行登記

40 公益社団法人竜王町シルバー人材センター

コウエキシャダンホウジンリュウオウチョウシルバージンザイセンター

520-2552 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口２７７番地の１

0748-58-8080

平成23年5月2日
移行登記

41 公益社団法人野洲市シルバー人材センター

コウエキシャダンホウジンヤスシシルバージンザイセンター

520-2315 滋賀県野洲市辻町４３９番地

077-586-2333

平成23年5月2日
移行登記

42 公益社団法人東近江市シルバー人材センター

コウエキシャダンホウジンヒガシオウミシシルバージンザイセンター

527-0113 滋賀県東近江市池庄町４３７番地１

0749-45-3422

平成23年5月2日
移行登記
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43 公益社団法人近江八幡市シルバー人材センター

コウエキシャダンホウジンオウミハチマンシシルバージンザイセンター

523-0894 滋賀県近江八幡市中村町２８番地１

0748-32-1155

平成23年5月2日
移行登記

44 公益社団法人日野町シルバー人材センター

コウエキシャダンホウジンヒノチョウシルバージンザイセンター

529-1603 滋賀県蒲生郡日野町大字大窪３３０番地１

0748-52-8911

平成23年5月2日
移行登記

45 公益社団法人米原市シルバー人材センター

コウエキシャダンホウジンマイバラシシルバージンザイセンター

521-0241 滋賀県米原市西山２０５番地３

0749-55-0495

平成23年5月2日
移行登記

46 公益社団法人多賀町シルバー人材センター

コウエキシャダンホウジンタガチョウシルバージンザイセンター

522-0341 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀１３３０番地

0749-48-8128

平成23年5月2日
移行登記

47 公益社団法人愛荘町シルバー人材センター

コウエキシャダンホウジンアイショウチョウシルバージンザイセンター

529-1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子１２１６番地１

0749-37-8277

平成23年5月1日
公益認定

48 公益財団法人木下美術館

コウエキザイダンホウジンキノシタビジュツカン

520-0016 滋賀県大津市比叡平二丁目２８番２１号

077-575-1148

平成23年6月1日
移行登記

49 公益財団法人江北図書館

コウエキザイダンホウジンコホクトショカン

529-0425 滋賀県長浜市木之本町木之本１３６２番地

0749-82-4867

平成23年6月20日
移行登記

50 公益財団法人今堀奨学金育英会

コウエキザイダンホウジンイマホリショウガクキンイクエイカイ

520-0046 滋賀県大津市長等二丁目１０番２号

077-522-4695

平成23年8月1日
移行登記

51 公益財団法人ダイトロン福祉財団

コウエキザイダンホウジンダイトロンフクシザイダン

520-3044 滋賀県栗東市伊勢落字野神６８９番地１

077-553-7681

平成23年8月1日
移行登記

52 公益社団法人水口青年会議所

コウエキシャダンホウジンミナクチセイネンカイギショ

528-0032 滋賀県甲賀市水口町八坂２－１８

0748-62-3009

平成23年8月1日
移行登記

53 公益財団法人大津市公園緑地協会

コウエキザイダンホウジンオオツシコウエンリョクチキョウカイ

520-0047 滋賀県大津市浜大津四丁目１番１号

077-527-1555

平成23年10月3日
移行登記

54 公益社団法人大津市シルバー人材センター

コウエキシャダンホウジンオオツシシルバージンザイセンター

520-0043 滋賀県大津市中央二丁目２番５号

077-525-2528

平成23年9月1日
移行登記

55 公益社団法人彦根青年会議所

コウエキシャダンホウジンヒコネセイネンカイギショ

522-0063 滋賀県彦根市中央町３番８号

0749-22-7522

平成23年11月11日
移行登記

56 公益財団法人豊郷済美会

コウエキザイダンホウジントヨサトサイビカイ

529-1168 滋賀県犬上郡豊郷町大字八目１２８番地の１

0749-35-2001

平成24年4月1日
移行登記

57 公益財団法人滋賀県文化財保護協会

コウエキザイダンホウジンシガケンブンカザイホゴキョウカイ

520-2122 滋賀県大津市瀬田南大萱町１７３２番地の２

077-548-9780

平成24年4月1日
移行登記

58 公益財団法人滋賀県陶芸の森

コウエキザイダンホウジンシガケントウゲイノモリ

529-1804 滋賀県甲賀市信楽町勅旨２１８８ー７

0748-83-0909

平成24年4月1日
移行登記

59 公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金

コウエキザイダンホウジンシガケンノウリンギョギョウニナイテイクセイキキン

520-0807 滋賀県大津市松本一丁目２番２０号

077-523-5505

平成24年4月1日
移行登記

60 公益財団法人滋賀県学校給食会

コウエキザイダンホウジンシガケンガッコウキュウショクカイ

520-0044 滋賀県大津市京町四丁目３番２８号

077-522-3066

平成24年4月1日
移行登記

61 公益社団法人滋賀労働基準協会

コウエキシャダンホウジンシガロウドウキジュンキョウカイ

520-0806 滋賀県大津市打出浜１３番１５号

077-522-1786

平成24年4月1日
移行登記

62 公益財団法人長浜曳山文化協会

コウエキザイダンホウジンナガハマヒキヤマブンカキョウカイ

526-0059 滋賀県長浜市元浜町１４番８号

0749-65-3300

平成24年4月1日
移行登記

63 公益財団法人竜王町地域振興事業団

コウエキザイダンホウジンリュウオウチョウチイキシンコウジギョウダン

520-2541 滋賀県蒲生郡竜王町大字岡屋３２８２番地

0748-58-3172

平成24年4月1日
移行登記

64 公益財団法人滋賀県緑化推進会

コウエキザイダンホウジンシガケンリョッカスイシンカイ

520-0807 滋賀県大津市松本一丁目２－１大津合同庁舎内

077-522-7828

平成24年4月1日
移行登記

公益社団法人及び公益財団法人一覧

ＮＯ.

法人の名称

フリガナ

郵便番号

主たる事務所の所在場所

電話番号

備考

65 公益社団法人長浜市シルバー人材センター

コウエキシャダンホウジンナガハマシシルバージンザイセンター

526-0845 滋賀県長浜市小堀町３７５番地の１

0749-65-3367

平成24年4月1日
移行登記

66 公益財団法人淡海環境保全財団

コウエキザイダンホウジンオウミカンキョウホゼンザイダン

525-0066 滋賀県草津市矢橋町字帰帆２１０８番地

077-569-5301

平成24年4月1日
移行登記

67 公益財団法人滋賀県健康づくり財団

コウエキザイダンホウジンシガケンケンコウヅクリザイダン

520-0834 滋賀県大津市御殿浜６番２８号

077-536-5210

平成24年4月1日
移行登記

68 公益社団法人彦根観光協会

コウエキシャダンホウジンヒコネカンコウキョウカイ

522-0064 滋賀県彦根市本町一丁目１２番５号

0749-23-0001

平成24年4月1日
移行登記

69 公益社団法人びわ湖大津観光協会

コウエキシャダンホウジンビワコオオツカンコウキョウカイ

520-0037 滋賀県大津市御陵町２番３号

077-528-2772

平成24年4月1日
移行登記

70 公益社団法人滋賀県理学療法士会

コウエキシャダンホウジンシガケンリガクリョウホウシカイ

527-0145

0749-46-2322

平成24年4月1日
移行登記

71 公益社団法人滋賀県放射線技師会

コウエキシャダンホウジンシガケンホウシャセンギシカイ

520-0046 滋賀県大津市長等一丁目１番３５号

077-522-4131

平成24年4月1日
移行登記

72 公益財団法人滋賀県水産振興協会

コウエキザイダンホウジンシガケンスイサンシンコウキョウカイ

525-0005 滋賀県草津市志那町字柿根１３９３番地の２

077-568-3451

平成24年4月1日
移行登記

73 公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会

コウエキザイダンホウジンシガケンシンタイショウガイシャフクシキョウカイ

525-0072 滋賀県草津市笠山八丁目５番１３０号

077-565-4832

平成24年4月1日
移行登記

74 公益社団法人大津市医師会

コウエキシャダンホウジンオオツシイシカイ

520-0047 滋賀県大津市浜大津四丁目１-１ 明日都浜大津

077-525-4104

平成24年4月1日
移行登記

75 公益財団法人関西みらい銀行緑と水の基金

コウエキザイダンホウジンカンサイミライギンコウミドリトミズノキキン

520-0043 滋賀県大津市中央四丁目５番１２号

077-521-1545

平成24年4月1日
移行登記

76 公益社団法人滋賀県サッカー協会

コウエキシャダンホウジンシガケンサッカーキョウカイ

524-0212 滋賀県守山市服部町２４３９番地

077-585-0982

平成24年4月1日
移行登記

77 公益社団法人滋賀県防犯協会

コウエキシャダンホウジンシガケンボウハンキョウカイ

520-8501 滋賀県大津市打出浜1番１０号

077-525-6529

平成24年4月1日
移行登記

78 公益財団法人藤樹書院

コウエキザイダンホウジントウジュショイン

520-1224 滋賀県高島市安曇川町上小川２１１番地

0740-32-4156

平成24年4月1日
移行登記

79 公益財団法人湖南電機奨学会

コウエキザイダンホウジンコナンデンキショウガクカイ

520-0844 滋賀県大津市国分二丁目28番37号

077-537-0468

平成24年4月1日
移行登記

80 公益財団法人滋賀県建設技術センタ－

コウエキザイダンホウジンシガケンケンセツギジュツセンター

525-0059 滋賀県草津市野路六丁目９番２３号

077-565-0033

平成24年4月1日
移行登記

81 公益財団法人長浜文化スポーツ振興事業団

コウエキザイダンホウジンナガハマブンカスポーツシンコウジギョウダン

526-0036 滋賀県長浜市地福寺町４番３６号

0749-65-3366

平成24年4月1日
移行登記

82 公益財団法人滋賀県希望が丘文化公園

コウエキザイダンホウジンシガケンキボウガオカブンカコウエン

520-2551 蒲生郡竜王町薬師１１７８

077-586-2111

平成24年4月1日
移行登記

83 公益社団法人滋賀県建築士会

コウエキシャダンホウジンシガケンケンチクシカイ

520-0801 滋賀県大津市におの浜一丁目１番１８号

077-522-1615

平成24年4月1日
移行登記

84 公益財団法人滋賀県交通安全協会

コウエキザイダンホウジンシガケンコウツウアンゼンキョウカイ

524-0104 滋賀県守山市木浜町２２９４番地

077-585-2750

平成24年4月1日
移行登記

85 公益財団法人滋賀県市町村振興協会

コウエキザイダンホウジンシガケンシチョウソンシンコウキョウカイ

520-0044 滋賀県大津市京町四丁目３番２８号滋賀県市長会内

077-522-2711

平成24年4月1日
移行登記

86 公益財団法人瀬田南大萱霊園

コウエキザイダンホウジンセタミナミオオガヤレイエン

520-2153 滋賀県大津市一里山六丁目１５番５号

077-543-2994

平成24年4月1日
移行登記

滋賀県東近江市北坂町９６７番地びわこリハビリテー
ション専門職大学内
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87 公益財団法人東近江市地域振興事業団

コウエキザイダンホウジンヒガシオウミシチイキシンコウジギョウダン

527-0113 滋賀県東近江市池庄町６１０番地

0748-45-0990

平成24年4月1日
移行登記

88 公益財団法人守山市文化体育振興事業団

コウエキザイダンホウジンモリヤマシブンカタイイクシンコウジギョウダン

524-0051 滋賀県守山市三宅町１２５番地

077-583-2532

平成24年4月1日
移行登記

89 公益財団法人滋賀県スポーツ協会

コウエキザイダンホウジンシガケンスポーツキョウカイ

520-0807 滋賀県大津市松本１丁目２番２０号

077-521-8001

平成24年4月1日
移行登記

90 公益社団法人滋賀県柔道整復師会

コウエキシャダンホウジンシガケンジュウドウセイフクシカイ

520-0816 滋賀県大津市相模町２番３７号滋賀県接骨会館内

077-525-3550

平成24年4月1日
移行登記

91 公益社団法人滋賀県臨床検査技師会

コウエキシャダンホウジンシガケンリンショウケンサギシカイ

520-2331 野洲市小篠原924番地MKCビル 3F

077-588-1888

平成24年4月1日
移行登記

92 公益社団法人滋賀県宅地建物取引業協会

コウエキシャダンホウジンシガケンタクチタテモノトリヒキギョウキョウカイ

520-0044 滋賀県大津市京町三丁目１番３号

077-524-5456

平成24年4月1日
移行登記

93 公益財団法人近江兄弟社

コウエキザイダンホウジンオウミキョウダイシャ

523-0841 滋賀県近江八幡市慈恩寺町元１１番地

0748-32-2456

平成24年4月1日
移行登記

94 公益財団法人豊郷病院

コウエキザイダンホウジントヨサトビョウイン

529-1168 滋賀県犬上郡豊郷町大字八目１２番地

0749-35-3001

平成24年4月1日
移行登記

95 公益社団法人守山青年会議所

コウエキシャダンホウジンモリヤマセイネンカイギショ

524-0021 滋賀県守山市吉身二丁目５番２２号

077-582-5168

平成24年5月23日
移行登記

96 公益社団法人栗東青年会議所

コウエキシャダンホウジンリットウセイネンカイギショ

520-3047 滋賀県栗東市手原三丁目１番２５号

077-553-1250

平成24年7月6日
移行登記

97 公益財団法人八幡教育会館

コウエキザイダンホウジンハチマンキョウイクカイカン

523-0871 滋賀県近江八幡市新町三丁目１５番地

0748-32-1877

平成24年6月1日
移行登記

98 公益社団法人東近江青年会議所

コウエキシャダンホウジンヒガシオウミセイネンカイギショ

527-0021 滋賀県 東近江市八日市東浜町1番5号

0748-23-3153

平成24年6月1日
移行登記

99 公益財団法人安土町文芸の郷振興事業団

コウエキザイダンホウジンアヅチチョウブンゲイノサトシンコウジギョウダン

521-1321 滋賀県近江八幡市安土町桑実寺７７７番地

0748-46-6507

平成24年7月2日
移行登記

100 公益財団法人滋賀レイクスターズ

コウエキザイダンホウジンシガレイクスターズ

520-0801 滋賀県大津市におの浜四丁目７番５号

077-527-6419

平成24年8月1日
公益認定

101 公益社団法人草津青年会議所

コウエキシャダンホウジンクサツセイネンカイギショ

525-0034 滋賀県草津市草津三丁目１４番４４号

077-562-0489

平成24年12月3日
移行登記

102 公益社団法人滋賀県看護協会

コウエキシャダンホウジンシガケンカンゴキョウカイ

525-0032 滋賀県草津市大路二丁目１１－５１

077-564-6468

平成25年4月1日
移行登記

103 公益社団法人滋賀県生活環境事業協会

コウエキシャダンホウジンシガケンセイカツカンキョウジギョウキョウカイ

520-3015 滋賀県栗東市安養寺七丁目１番２５号

077-554-9271

平成25年4月1日
移行登記

104 公益社団法人びわこビジターズビューロー

コウエキシャダンホウジンビワコビジターズビューロー

520-0806 滋賀県大津市打出浜２番１号

077-511-1530

平成25年4月1日
移行登記

105 公益財団法人びわ湖霊園

コウエキザイダンホウジンビワコレイエン

520-0018 滋賀県大津市南滋賀町字榧尾１０５９番地

077-522-0405

平成25年4月1日
移行登記

106 公益社団法人湖南工業団地協会

コウエキシャダンホウジンコナンコウギョウダンチキョウカイ

520-3202 滋賀県湖南市西峰町１番地

0748-75-0200

平成25年4月1日
移行登記

107 公益社団法人滋賀県書道協会

コウエキシャダンホウジンシガケンショドウキョウカイ

520-0853 滋賀県大津市螢谷１番３７号

090-8888-9634

平成25年4月1日
移行登記

108 公益財団法人滋賀県消防協会

コウエキザイダンホウジンシガケンショウボウキョウカイ

520-0044 大津市京町四丁目３番２８号

077-522-1965

平成25年4月1日
移行登記
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109 公益財団法人湖南市文化体育振興事業団

コウエキザイダンホウジンコナンシブンカタイイクシンコウジギョウダン

520-3234

滋賀県湖南市中央５丁目５７番地（甲西文化ホール
内）

0748-72-2133

平成25年4月1日
移行登記

110 公益財団法人藤本奨学会

コウエキザイダンホウジンフジモトショウガクカイ

525-8521

滋賀県草津市野村三丁目４番１号 不二電機工業株
式会社草津製作所内

077-562-1215

平成25年4月1日
移行登記

111 公益財団法人青樹会

コウエキザイダンホウジンセイジュカイ

523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町７４４番地

0748-33-7101

平成25年4月1日
移行登記

112 公益社団法人びわ湖高島観光協会

コウエキシャダンホウジンビワコタカシマカンコウキョウカイ

520-1501 滋賀県高島市新旭町旭一丁目１０番地１

0740-33-7101

平成25年4月1日
移行登記

113 公益財団法人甲賀創健文化振興事業団

コウエキザイダンホウジンコウカソウケンブンカシンコウジギョウダン

520-3435 滋賀県甲賀市甲賀町相模１２４番地７

0748-88-2190

平成25年4月1日
移行登記

114 公益財団法人陵水学術後援会

コウエキザイダンホウジンリョウスイガクジュツコウエンカイ

522-8522 滋賀県彦根市馬場１丁目１－１

0749-26-3028

平成25年4月1日
移行登記

115 公益財団法人河本文教福祉振興会

コウエキザイダンホウジンカワモトブンキョウフクシシンコウカイ

520-0801 滋賀県大津市におの浜１－１－３

077-525-9219

平成25年4月1日
移行登記

116 公益社団法人滋賀県獣医師会

コウエキシャダンホウジンシガケンジュウイシカイ

520-0807 滋賀県大津市松本一丁目２番２０号

077-526-1966

平成25年4月1日
移行登記

117 公益財団法人芙蓉会

コウエキザイダンホウジンフヨウカイ

529-1161 滋賀県犬上郡豊郷町大字四十九院８１５番地

0749-35-2484

平成25年4月1日
移行登記

118 公益財団法人滋賀県生活衛生営業指導センター

コウエキザイダンホウジンシガケンセイカツエイセイエイギョウシドウセンター

520-0806 滋賀県大津市打出浜１３番２２号

077-524-2311

平成25年4月1日
移行登記

119 公益財団法人ひばり

コウエキザイダンホウジンヒバリ

520-1655 滋賀県高島市今津町日置前３１１０番地

0740-22-5555

平成25年4月1日
移行登記

120 公益財団法人栗東市スポーツ協会

コウエキザイダンホウジンリットウシスポーツキョウカイ

520-3014 滋賀県栗東市川辺３９０番地１

077-553-4321

平成25年4月1日
移行登記

121 公益財団法人あいの土山文化体育振興会

コウエキザイダンホウジンアイノツチヤマブンカタイイクシンコウカイ

528-0211 滋賀県甲賀市土山町北土山２２２２番地２

0748-66-1602

平成25年4月1日
移行登記

122 公益財団法人大津市国際親善協会

コウエキザイダンホウジンオオツシコクサイシンゼンキョウカイ

520-0047 滋賀県大津市浜大津４丁目１番１号

077-525-4711

平成25年4月1日
移行登記

123 公益社団法人滋賀県社会福祉士会

コウエキシャダンホウジンシガケンシャカイフクシシカイ

525-0072 滋賀県草津市笠山７丁目８－１３８

077-561-3811

平成25年4月1日
移行登記

124 公益財団法人糸賀一雄記念財団

コウエキザイダンホウジンイトガカズオキネンザイダン

525-0072

滋賀県草津市笠山七目８番１３８号 滋賀県長寿社会
077-567-1707
福祉センター

平成25年4月1日
移行登記

125 公益財団法人藤井協成会

コウエキザイダンホウジンフジイキョウセイカイ

529-1421 滋賀県東近江市五個荘竜田町５８３番地

070-6503-2294

平成25年4月1日
移行登記

126 公益社団法人滋賀県私立病院協会

コウエキシャダンホウジンシガケンシリツビョウインキョウカイ

520-0232 滋賀県大津市真野一丁目１２番３０号

077-572-3825

平成25年4月1日
移行登記

127 公益財団法人伊吹山麓まいばらスポーツ文化振興事業団

コウエキザイダンホウジンイブキサンロクマイバラスポーツブンカシンコウジギョウダン
521-0314 滋賀県米原市春照７７番地の２

0749-58-1155

平成25年4月1日
移行登記

128 公益財団法人近江八幡市国際協会

コウエキザイダンホウジンオウミハチマンシコクサイキョウカイ

523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町２３６番地

0748-26-7092

平成25年4月1日
移行登記

129 公益社団法人高島青年会議所

コウエキシャダンホウジンタカシマセイネンカイギショ

520-1501 滋賀県高島市新旭町旭７０７番地

0740-25-4207

平成25年5月1日
移行登記

130 公益社団法人滋賀県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

コウエキシャダンホウジンシガケンコウキョウショクタクトウキトチカオクチョウサシキョウカイ
520-0051 滋賀県大津市梅林二丁目１番２８号

077-525-8869

平成25年7月1日
移行登記

公益社団法人及び公益財団法人一覧

ＮＯ.

法人の名称

フリガナ

郵便番号

主たる事務所の所在場所

電話番号

備考

131 公益財団法人滋賀食肉公社

コウエキザイダンホウジンシガショクニクコウシャ

523-0013 滋賀県近江八幡市長光寺町１０８９番地４

0748-37-3917

平成26年1月6日
移行登記

132 公益財団法人滋賀県環境事業公社

コウエキザイダンホウジンシガケンカンキョウジギョウコウシャ

520-3411 滋賀県甲賀市甲賀町神６４５番地

0748-88-9191

平成26年2月3日
移行登記

133 公益社団法人滋賀県建設産業団体連合会

コウエキシャダンホウジンシガケンケンセツサンギョウダンタイレンゴウカイ

520-0801 滋賀県大津市におの浜一丁目１番１８号

077-522-3232

平成26年4月1日
公益認定

134 公益社団法人草津市スポーツ協会

コウエキシャダンホウジンクサツシスポーツキョウカイ

525-0029 滋賀県草津市下笠町１６１番地

077-568-5300

平成28年4月1日
公益認定

135 公益社団法人おうみ犯罪被害者支援センター

コウエキシャダンホウジンオウミハンザイヒガイシャシエンセンター

520-0044

滋賀県大津市京町４丁目３番２８号滋賀県厚生会館１
077-527-5310
階

平成30年4月2日
公益認定

136 公益財団法人東近江三方よし基金

コウエキザイダンホウジンヒガシオウミサンポウヨシキキン

527-0023 滋賀県東近江市八日市緑町１０番５号東近江市役所

0748-24-5524

平成30年7月2日
公益認定

137 公益社団法人障害者雇用資格認定機構

コウエキシャダンホウジンショウガイシャコヨウシカクニンテイキコウ

523-0082 滋賀県近江八幡市土田町１３２５番地１

0748-36-1033

平成30年8月20日
公益認定

138 公益財団法人堤康次郎記念育英財団

コウエキザイダンホウジンツツミヤスジロウキネンイクエイザイダン

522-0010 彦根市駅東町１５番１

0749-30-9223

平成31年4月1日
公益認定

139 公益財団法人姉水会奨学財団

コウエキザイダンホウジンシスイカイショウガクザイダン

529-0112 長浜市宮部町２４１０番地

0749-73-3055

令和2年6月18日
公益認定

