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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

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

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

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
社会福祉センター

077-567-1707
平成25年4月1日

移行登記

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

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

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

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

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

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

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
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

0748-34-8345
平成22年7月1日

移行登記

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

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

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

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

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

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

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

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

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

525-0032 滋賀県草津市大路二丁目１番３５号 077-565-0404
平成23年4月1日

移行登記

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

公益財団法人国際湖沼環境委員会
コウエキザイダンホウジンコクサイコショ
ウカンキョウイインカイ

525-0001 草津市下物町１０９１ 077-568-4567
平成25年4月1日

移行登記

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

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

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

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

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

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

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

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 滋賀県蒲生郡竜王町薬師１１７８ 077-586-2111
平成24年4月1日

移行登記

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

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

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

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
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

077-526-0931
平成23年4月1日

移行登記

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

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

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 滋賀県大津市京町四丁目３番２８号 077-522-1965
平成25年4月1日

移行登記

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

520-0056 滋賀県大津市末広町２－３大登ビル２F 077-572-7730
平成24年8月1日

公益認定

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 滋賀県長浜市宮部町２４１０番地 0749-73-3055
令和2年6月18日

公益認定

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

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

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

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

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

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 滋賀県彦根市駅東町１５番１ 0749-30-9223
平成31年4月1日

公益認定

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

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

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

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

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

公益財団法人西川文化財団
コウエキザイダンホウジンニシカワブンカ
ザイダン

523-0837  滋賀県近江八幡市大杉町１７番地 0748-32-2909
平成22年9月1日

移行登記

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

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

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

527-0012 滋賀県東近江市八日市本町９番１９号 080-2541-9990
平成30年7月2日

公益認定

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

公益財団法人日野町文化振興事業
団

コウエキザイダンホウジンヒノチョウブン
カシンコウジギョウダン

529-1601
滋賀県蒲生郡日野町大字松尾１６６１番地（日野
町町民会館わたむきホール虹内）

0748-53-3233
令和3年12月1日

公益認定

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

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

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

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 滋賀県草津市野路１丁目１２番１１－５０７号 077-516-0830
平成23年4月1日

移行登記

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

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

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

公益財団法人平和堂財団
コウエキザイダンホウジンヘイワドウザイ
ダン

522-8511 彦根市西今町１番地 0749-23-4575
平成23年4月1日

移行登記

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

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

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

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

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

公益財団法人ワールドマスターズ
ゲームズ２０２１関西組織委員会

コウエキザイダンホウジンワールドマスターズ
ゲームズ２０２１カンサイソシキイインカイ 530-6691

大阪府大阪市北区中之島６－２－２７中之島セン
タービル２３階

06-6446-2021
平成30年4月1日

公益認定



令和5年1月1日現在

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

公益社団法人・公益財団法人一覧（五十音順）

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

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

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

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

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階

077-527-5310
平成30年4月2日

公益認定

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 リヴラン大津・石山
９０２号

090-8888-9634
平成25年4月1日

移行登記

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

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

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

公益社団法人滋賀県診療放射線技
師会

コウエキシャダンホウジンシガケンシン
リョウ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

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

520-3004
滋賀県栗東市上砥山232番地 滋賀県工業技術
総合センター別館1階

 077-535-9210
平成25年4月1日

移行登記

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

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

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

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

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
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

0749-46-2322
平成24年4月1日

移行登記

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 滋賀県野洲市小篠原924番地MKCビル　3F 077-588-1888
平成24年4月1日

移行登記

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

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

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



令和5年1月1日現在

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

公益社団法人・公益財団法人一覧（五十音順）

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

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

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
滋賀県長浜市北船町３番２４号えきまちテラス長
浜

0749-53-2650
平成23年4月1日

移行登記

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

524-0063 滋賀県守山市欲賀町８９５番地 077-514-8831
平成23年5月2日

移行登記

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

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

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

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

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


