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愛育会 アイイクカイ 522-0083 彦根市河原一丁目１－４ 0749-26-1230

阿育会 アイクカイ 529-1532 東近江市市子松井町２７８ 0748-55-0113

愛荘町社会福祉協議会 アイショウチョウシャカイフクシキョウギカイ 529-1313 愛知郡愛荘町市７３１福祉総合センター愛の郷 0749-42-7170

愛心会 アイシンカイ 520-3214 湖南市梅影町３番１ 0748-75-3725

愛心会 アイシンカイ 520-3214 湖南市梅影町３－１ 0748-75-3725

あいの土山福祉会 アイノツチヤマフクシカイ 528-0211 甲賀市土山町北土山2057番地 0748-66-1911

あいの土山福祉会 アイノツチヤマフクシカイ 528-0211 甲賀市土山町北土山２０５７ 0748-66-1911

愛悠ももの会 アイユウモモノカイ 526-0043 長浜市大戌亥町１２６０ 0749-64-3500

あうん アウン 520-3047 栗東市手原三丁目11番12号 077-554-8137

青い鳥会 アオイトリカイ 522-0201 彦根市高宮町２６７１ 0749-22-2266

あかつき会 アカツキカイ 520-3233 湖南市柑子袋１０８９－１ 0748-72-4960

あけぼの会 アケボノカイ 524-0001 守山市川田町蓮根田１３７２－２ 077-583-5230

あさひ アサヒコドモエン 525-0072 草津市笠山一丁目1番40号 (077)563-9870

あじさい福祉会 アジサイフクシカイ 522-0041 彦根市平田町６３０－３ 0749-24-4518

芦穂会 アシホカイ 520-3233 湖南市柑子袋西三丁目６番８号 0748-72-2015

あすこみっと アスコミット 525-0032 草津市大路二丁目１１－１５ 077-563-4005

あすなろ福祉会 アスナロフクシカイ 529-1175 犬上郡豊郷町沢５０６－１ 0749-35-4677

あせんぶるおーる アセンブルオール 521-0012 米原市米原中町通５４９ 0749-50-6740

穴太福祉会 アノオフクシカイ 520-0114 大津市穴太二丁目２１－１５ 077-579-4491

あゆみ福祉会 アユミフクシカイ 527-0087 東近江市平田町７１７－１ 0748-23-6483

育新会 イクシンカイ 520-2541 蒲生郡竜王町岡屋１２８２－１ 0748-58-1945

いこい福祉会 イコイフクシカイ 529-1537 東近江市市子殿町３６７－１ 0748-55-2411

いしづみ会 イシヅミカイ 520-0027 大津市錦織二丁目９－２８ 077-510-5712

一善会 イチゼンカイ 523-0084 近江八幡市船木町５９－３ 0748-34-7123

一向山福祉会 イッコウヤマフクシカイ 520-0113 大津市坂本八丁目３１－４６ 077-578-0336

オアシス倶楽部 オアシスクラブ 523-0022 近江八幡市馬淵町６９０ 0748-38-0294

近江愛隣会 オウミアイリンカイ 520-1613 高島市今津町上弘部１２３１－１ 0740-22-2339

近江会 オウミカイ 520-0803 大津市竜が丘２６－３６ 077-522-7657

近江兄弟社地塩会 オウミキョウダイシャチシオカイ 523-0806 近江八幡市北之庄町４９２－２ 0748-32-2220

近江薫風会 オウミクンプウカイ 521-0093 米原市寺倉６０３－１ 0749-54-8200

近江幸楽会 オウミコウラクカイ 526-0044 長浜市下坂中町２００－１ 0749-68-4000

近江笑生会 オウミショウセイカイ 520-2102 大津市松が丘七丁目１５－６ 077-549-3260

近江神宮仁愛会 オウミジングウジンアイカイ 520-0015 大津市神宮町１－１０ 077-522-5126

淡海すぎのこ会 オウミスギノコカイ 525-0051 草津市木川町591-1 (077)563-7200

近江ちいろば会 オウミチイロバカイ 520-3242 湖南市菩提寺３２７－４ 0748-74-3900

近江八幡市社会福祉協議会 オウミハチマンシシャカイフクシキョウギカイ 523-0082 近江八幡市土田町１３１３総合福祉センターひまわり館 0748-32-1781

近江はちまん社会福祉事業協会 オウミハチマンシャカイフクシジギョウキョウカイ 523-0035 近江八幡市東横関町７２４ 0748-37-4646

おうみ福祉会 オウミフクシカイ 523-0058 近江八幡市加茂町３８１９－５ 0748-36-7860

近江ふるさと会 オウミフルサトカイ 522-0056 彦根市開出今町１３４３－３ 0749-21-3200

近江和順会 オウミワジュンカイ 520-3231 湖南市針１３２５ 0748-72-4705

大石福祉会 オオイシフクシカイ 520-2263 大津市大石中一丁目５－１４ 077-536-3111

大木会 オオキカイ 520-3109 湖南市石部が丘２－１－１ 0748-77-2532

おおぞら福祉会 オオゾラフクシカイ 529-0234 長浜市高月町柏原９０８ 0749-85-4441

社会福祉法人（五十音順）
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大津子どもの家福祉会 オオツコドモノイエフクシカイ 520-0822 大津市秋葉台３１－４０ 077-511-3955

大津市社会福祉協議会 オオツシシャカイフクシキョウギカイ 520-0047 大津市浜大津四丁目１－１ 077-525-9316

大津市社会福祉事業団 オオツシシャカイフクシジギョウダン 520-0047 大津市浜大津四丁目１－１ 077-527-9552

大津せんだん会 オオツセンダンカイ 520-0246 大津市仰木の里一丁目２８－１ 077-574-0567

大津におの浜障害者福祉協会 オオツニオノハマショウガイシャフクシキョウカイ 520-0801 大津市におの浜四丁目２－３３ 077-511-2111

大津ひかり福祉会 オオツヒカリフクシカイ 520-2144 大津市大萱三丁目１１－１４ 077-543-2253

大津びけん会 オオツビケンカイ 520-0002 大津市際川三丁目３５番１号 077-522-5411

おおつ福祉会 オオツフクシカイ 520-0357 大津市山百合の丘１－１ 077-598-8033

大原福祉会 オオハラフクシカイ 521-0226 米原市朝日１９９－１ 0749-55-2060

おおみ福祉会 オオミフクシカイ 520-0801 大津市におの浜二丁目２－１０ 077-524-5888

おさなご会 オサナゴカイ 529-1851 甲賀市信楽町長野９９８ 0748-82-1053

恩賜財団済生会 オンシザイダンサイセイカイ 108-0073 東京都港区三田１－４－２８ 03-3454-3311

恩徳寺会 オントクジカイ 520-2142 大津市玉野浦１２－１ 077-547-3900

鶴翼会 カクヨクカイ 523-0892 近江八幡市出町４６１－２ 0748-32-2036

春日福祉会 カスガフクシカイ 527-0162 東近江市妹町１０３５－１ 0749-46-1958

かすみ会 カスミカイ 521-1121 彦根市海瀬町久保２５５ 0749-43-6111

華頂会 カチョウカイ 520-2144 大津市大萱七丁目７－１ 077-545-2160

華徳会 カトクカイ 520-1212 高島市安曇川町西万木785

蒲生野会 ガモウノカイ 527-0091 東近江市小脇町2089 0748-23-6776

萱野会 カヤノカイ 527-0074 東近江市市辺町３８２６ 0748-23-2222

唐崎福祉会 カラサキフクシカイ 520-0005 大津市高砂町１５－８ 077-525-1486

唐橋福祉会 カラハシフクシカイ 520-0854 大津市鳥居川町１６－２０ 077-533-2144

絆敬会 キケイカイ 528-0071 甲賀市水口町秋葉４５番地１ 0748-63-5670

喜創会 キソウカイ 522-0231 彦根市極楽寺町５９６ 0749-25-5288

きぬがさ福祉会 キヌガサフクシカイ 521-1311 近江八幡市安土町下豊浦９０１９ 0748-46-2646

きぼう キボウ 523-0895 近江八幡市宇津呂町１９－６ 0748-32-2667

共生シンフォニー キョウセイシンフォニー 520-2144 大津市大萱七丁目６－４３ 077-543-2766

桐生会 キリュウカイ 520-2111 大津市桐生一丁目２６－７ 077-549-1129

草津市社会福祉協議会 クサツシシャカイフクシキョウギカイ 525-0032 滋賀県草津市大路2丁目1番35号　キラリエ草津4F (077)562-0084

草津保育園 クサツホイクエン 525-0054 草津市東矢倉１丁目3-22 (077)562-2752

くすのき会 クスノキカイ 529-1421 東近江市五個荘竜田町５５０ 0748-29-3150

グロー グロー 521-1311 近江八幡市安土町下豊浦４８３７－２ 0748-46-8188

恵愛会 ケイアイカイ 520-2437 野洲市小比江５６５－１ 077-589-2030

恵泉会 ケイセンカイ 527-0115 東近江市下里町７８９ 0749-45-1518

啓朋会 ケイホウカイ 526-0024 長浜市三ツ矢元町１７－２５ 0749-63-7872

江育会 コウイクカイ 520-0806 大津市打出浜３－４８ 077-510-1771

香雲会 コウウンカイ 529-0341 長浜市湖北町速水２２７７ 0749-78-0075

幸栄会 コウエイカイ 525-0029 草津市下笠町85番地 (077)568-8220

甲賀会 コウガカイ 520-3431 甲賀市甲賀町大原中９０４ 0748-88-5723

甲賀学園 コウカガクエン 520-3402 甲賀市甲賀町小佐治３５７１ 0748-88-2015

甲賀市社会福祉協議会 コウカシシャカイフクシキョウギカイ 528-0005 甲賀市水口町水口５６０９社会福祉センター 0748-65-6370

光寿会 コウジュカイ 529-0304 長浜市小谷丁野町２４８１－１ 0749-78-2006

幸寿会 コウジュカイ 520-2152 大津市月輪一丁目１２－８ 077-545-0434
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甲南会 コウナンカイ 520-3321 甲賀市甲南町葛木８５５ 0748-86-1020

幸忍会 コウニンカイ 529-1313 愛知郡愛荘町市１５０９ 0749-49-5125

公悠会 コウユウカイ 526-0804 長浜市加納町９９０ 0749-63-9880

光養会 コウヨウカイ 520-1223 高島市安曇川町下小川３２２０－１ 0740-32-4165

甲良町社会福祉協議会 コウラチョウシャカイフクシキョウギカイ 522-0244 犬上郡甲良町在土３５７－１保健福祉センター 0749-38-4667

好和会 コウワカイ 520-0032 大津市観音寺１０－２５ 077-523-1115

ご縁会 ゴエンカイ 525-0031 草津市若竹町８－３８ 077-561-4575

心暖まる会 ココロアタタマルカイ 521-1122 彦根市三津町446番地1 0749-47-3577

こころざし ココロザシ 523-0082 近江八幡市土田町1424 0748-29-3033

湖心会 コシンカイ 520-3027 栗東市野尻４５１－１ 077-554-5262

湖青福祉会 コセイフクシカイ 520-0004 大津市見世一丁目１７－１ 077-511-6222

湖東会 コトウカイ 529-1601 蒲生郡日野町松尾３５９ 0748-52-5620

ことぶき コトブキ 523-0013 近江八幡市長光寺町字下野口８９４ 0748-37-2260

ことぶき会 コトブキカイ 521-1103 彦根市上岡部町５０３ 0749-43-2057

寿会 コトブキカイ 525-0006 草津市志那中町25 (077)568-2161

こなんＳＳＮ コナンエスエスエヌ 525-0022 草津市川原町２３１－１ 077-561-8856

湖南会 コナンカイ 524-0103 守山市洲本町井関５２ 077-585-8850

湖南市社会福祉協議会 コナンシシャカイフクシキョウギカイ 520-3234 湖南市中央一丁目１社会福祉センター 0748-72-4102

小鳩会 コバトカイ 520-0027 大津市錦織一丁目１４－２５ 077-522-2785

小羊会 コヒツジカイ 523-0806 近江八幡市北之庄町１０９６－２ 0748-32-4641

湖北会 コホクカイ 526-0131 長浜市富田町４３１－５ 0749-72-8006

湖北真幸会 コホクシンコウカイ 529-0366 長浜市湖北町延勝寺１８４４ 0749-79-8100

石龍会 コホクホウオンカイ 521-0035 米原市醒井５４７－１ 0749-54-0215

榮福祉会 サカエフクシカイ 520-0224 大津市向陽町４－２ 077-574-3268

さくら会 サクラカイ 523-0892 近江八幡市出町７４２ 0748-32-7778

さくらがおか サクラガオカ 525-0057 草津市桜ヶ丘1丁目1番2号 (077)562-7511

さくら福祉会 サクラフクシカイ 520-0525 大津市小野375番地1 077-594-8533

さざなみ会 サザナミカイ 522-0068 彦根市城町二丁目１３－３ 0749-27-1411

さざなみ学園 サザナミガクエン 522-0004 彦根市鳥居本町１５８６ 0749-22-2523

さつき会 サツキカイ 520-3213 湖南市大池町１０－１ 0748-75-4080

サルビア会 サルビアカイ 523-0072 近江八幡市牧町１８８５ 0748-33-5321

さわらび福祉会 サワラビフクシカイ 528-0005 甲賀市水口町水口６７４３－１ 0748-62-4696

三宝会 サンポウカイ 525-0059 草津市野路六丁目8番10号 (077)565-3787

しあわせ会 シアワセカイ 525-0050 草津市南草津二丁目2-2 (077)564-6500

椎の木会 シイノキカイ 520-3111 湖南市東寺２－２－２ 0748-77-2299

椎の実会 シイノミカイ 529-1206 愛知郡愛荘町蚊野２５６０ 0749-37-3582

紫雲会 シウンカイ 523-0075 近江八幡市野村町８２８－２ 0748-36-8540

慈惠会 ジエイカイ 524-0103 守山市洲本町井関１ 077-585-4533

しがぎん福祉基金 シガギンフクシキキン 520-0041 大津市浜町１－３８滋賀銀行 077-521-2207

滋賀県共同募金会 シガケンキョウドウボキンカイ 520-0044 大津市京町四丁目３－２８厚生会館 077-522-4304

滋賀県視覚障害者福祉協会 シガケンシカクショウガイシャフクシキョウカイ 522-0002 彦根市松原町一丁目１２－１７ 0749-23-3833

滋賀県社会福祉協議会 シガケンシャカイフクシキョウギカイ 525-0072 草津市笠山七丁目８－１３８長寿社会福祉センター 077-567-3920

滋賀県障害児協会 シガケンショウガイジキョウカイ 524-0022 守山市守山町１６８－１ 077-514-1685
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滋賀県聴覚障害者福祉協会 シガケンチョウカクショウガイシャフクシキョウカイ 525-0032 草津市大路２－１１－３３ 077-561-6111

滋賀県母子福祉のぞみ会 シガケンボシフクシノゾミカイ 520-0801 大津市におの浜四丁目３－２６ 077-522-2951

滋賀同仁会 シガドウジンカイ 520-0860 大津市石山千町２７６－１ 077-531-1105

志賀福祉会 シガフクシカイ 520-0502 大津市南小松９０ 077-596-2233

しが夢翔会 シガムショウカイ 520-0860 大津市石山千町字清水２７０－３ 077-534-4477

しがらき会 シガラキカイ 529-1812 甲賀市信楽町神山５３４－８ 0748-82-0588

信楽くるみ福祉会 シガラキクルミフクシカイ 529-1851 甲賀市信楽町長野９２ 0748-82-2296

信楽福祉会 シガラキフクシカイ 529-1803 甲賀市信楽町牧１１５９ 0748-83-1313

慈惠会 ジケイカイ 524-0103 守山市洲本町１番地 077-585-4533

慈光会 ジコウカイ 520-1112 高島市永田１２３３－１ 0740-36-1501

慈光福祉会 ジコウフクシカイ 520-2153 大津市一里山三丁目１７－１２ 077-545-9991

慈照会 ジショウカイ 527-0001 東近江市建部下野町７９７ 0748-23-3250

慈水会 ジスイカイ 522-0201 彦根市高宮町１７５５ 0749-26-5791

志津保育園 シズホイクエン 525-0041 草津市青地町946番地 (077)564-3611

至徳会 シトクカイ 523-0061 近江八幡市江頭町２０８７ 0748-36-7007

清水安三記念福祉会 シミズヤスゾウキネンフクシカイ 520-1521 高島市新旭町北畑６５０ 0740-25-0351

しみんふくし滋賀 シミンフクシシガ 523-0849 近江八幡市永原町上１２ 0748-31-3058

湘南学園 ショウナンガクエン 520-0862 大津市平津二丁目４－９ 077-537-0046

白露会 シラツユカイ 522-0051 彦根市中藪二丁目２－６ 0749-22-5768

真愛会 シンアイカイ 520-0113 大津市坂本二丁目１２－４５ 077-578-0346

新旭みのり会 シンアサヒミノリカイ 520-1511 高島市新旭町藁園２６０３ 0740-25-8288

真寿会 シンジュカイ 521-1201 東近江市新宮町５４７ 0748-43-6355

真盛園 シンセイエン 520-0113 大津市坂本五丁目１３－１ 077-578-0044

新緑会 シンリョクカイ 520-2134 大津市瀬田三丁目２３－３ 077-545-0706

崇徳会 スウトクカイ 529-1177 犬上郡豊郷町三ツ池４５ 0749-35-3770

杉の子会 スギノコカイ 522-0341 犬上郡多賀町多賀２４６ 0749-48-2143

すぎやまの家 スギヤマノイエ 520-1646 高島市今津町杉山２５３ 0740-24-0045

すみれ厚生会 スミレコウセイカイ 520-3016 栗東市小野３６３ 077-551-5525

清高福祉会 セイコウフクシカイ 520-0807 大津市松本二丁目１５－２３ 077-522-8058

誠光福祉会 セイコウフクシカイ 525-0063 草津市南山田町761番地 (077)598-1866

青祥会 セイショウカイ 526-0828 長浜市加田町３３６０ 0749-68-4114

青桐会 セイトウカイ 520-2102 大津市松が丘七丁目１６－１ 077-549-0162

聖パウロ会 セイパウロカイ 525-0055 草津市野路町362番地 (077)596-5750

聖優会 セイユウカイ 525-0042 草津市山寺町837 (077)566-3888

夕陽会 セキヨウカイ 520-0242 大津市本堅田一丁目２２－３０ 077-573-1902

湖北報恩会 セキリュウカイ 521-0242 米原市長岡１１６７－４ 0749-55-0061

膳所福祉会 ゼゼフクシカイ 520-0816 大津市相模町８－１ 077-532-0073

石光山会 セツコウザンカイ 520-0861 大津市石山寺二丁目２５－４３ 077-537-2560

善行会 ゼンコウカイ 522-0222 彦根市南川瀬町１１９５－１ 0749-28-0581

千寿会 センジュカイ 521-0002 米原市上多良２２８－１ 0749-52-6830

禅心福祉会 ゼンシンフクシカイ 520-0064 大津市茶戸町22番6号 077-510-0102

せんだん二葉会 センダンフタバカイ 520-0248 大津市仰木の里東二丁目２－５ 077-573-2828

尊徳会 ソントクカイ 529-0721 長浜市西浅井町大浦１７８８－３ 0749-89-1689
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大樹会 タイジュカイ 522-0025 彦根市野田山町１０９８ 0749-30-3387

たかしま会 タカシマカイ 520-1812 高島市マキノ町西浜１４１５ 0740-28-1138

高島市社会福祉協議会 タカシマシシャカイフクシキョウギカイ 520-1121 高島市勝野２１５ 0740-36-8220

多賀町社会福祉協議会 タガチョウシャカイフクシキョウギカイ 522-0341 犬上郡多賀町多賀２２１－１総合福祉保健センター 0749-48-8127

達真会 タッシンカイ 529-0234 長浜市高月町柏原１０５５ 0749-85-8383

近松会 チカマツカイ 520-0045 大津市札の辻４－２６ 077-524-0684

千草会 チクサカイ 525-0016 草津市北大萱町296番地 (077)568-1106

千歳会 チトセカイ 522-0083 彦根市河原二丁目１－３ 0749-21-5144

つくし会 ツクシカイ 520-2134 大津市瀬田一丁目２－１９ 077-545-2345

つばさ会 ツバサカイ 520-0854 大津市鳥居川町８－５－２ 077-533-6224

出合いの家 デアイノイエ 520-2352 野洲市冨波乙１８７ 077-586-2487

天地会 テンチカイ 528-0002 甲賀市水口町今郷１０３２－２５ 0748-63-1784

とよさと トヨサト 529-1168 犬上郡豊郷町八目４９ 0749-35-0333

豊郷町社会福祉協議会 トヨサトチョウシャカイフクシキョウギカイ 529-1161 犬上郡豊郷町四十九院１２５２豊栄のさと 0749-35-8060

どんぐり会 ドングリカイ 522-0223 彦根市川瀬馬場町１１４９－１ 0749-25-5110

長浜市社会福祉協議会 ナガハマシシャカイフクシキョウギカイ 529-0341 長浜市湖北町速水２７４５長浜市役所湖北支所内 0749-78-8294

なかよし福祉会 ナカヨシフクシカイ 520-3016 栗東市小野４４５ 077-554-5601

南郷会 ナンゴウカイ 520-0865 大津市南郷二丁目４７－７ 077-533-3228

にぎやか会 ニギヤカカイ 525-0027 草津市野村四丁目２２－３ 077-565-3500

虹の会 ニジノカイ 520-1521 高島市新旭町北畑４５ 0740-25-8220

布引会 ヌノビキカイ 527-0064 東近江市尻無町１１７０－３ 0748-23-6886

ノエル福祉会 ノエルフクシカイ 520-2131 大津市三大寺１－８ 077-545-4121

ノゾミ会 ノゾミカイ 522-0064 彦根市本町一丁目８－２０ 0749-22-6011

のぞみ会 ノゾミカイ 520-1652 高島市今津町福岡１９２６ 0740-22-0314

はぐくみ会 ハグクミカイ 524-0012 守山市播磨田町１００３－２ 077-583-9647

柏葉会 ハクヨウカイ 521-0202 米原市柏原２２９３－１ 0749-57-0077

はこぶね会 ハコブネカイ 520-1221 高島市安曇川町青柳７００－１ 0740-33-7900

八起会 ハチキカイ 520-3112 湖南市丸山４－５－１ 0748-77-0187

八宮会 ハチノミヤカイ 521-1204 東近江市小川町３２１０番地１ 0748-42-8335

八幸会 ハッコウカイ 527-0074 東近江市市辺町３４７７ 0748-20-0511

八身福祉会 ハッシンフクシカイ 527-0051 東近江市林田町１８９５ 0748-22-5173

花の木会 ハナノキカイ 527-0111 東近江市北花沢町１２４８ 0749-45-8300

ははのくに ハハノクニ 526-0845 長浜市小堀町６６－１ 0749-63-8892

春風会 ハルカゼカイ 520-0241 大津市今堅田三丁目２５－２５ 077-574-2460

パレット・ミル パレットミル 520-3002 栗東市観音寺１３９ 077-558-4500

万松会 バンショウカイ 527-0018 東近江市八日市清水二丁目１－３９ 0748-22-5108

東近江市社会福祉協議会 ヒガシオウミシシャカイフクシキョウギカイ 527-0016 東近江市今崎町２１－１東近江市福祉センターハートピア 0748-20-0502

ひかり会 ヒカリカイ 520-0801 守山市笠原町１２５７－１ 077-522-2951

ひかり会 ヒカリカイ 524-0004 守山市笠原町１２５７－１ 077-582-2887

ひかり福祉会 ヒカリフクシカイ 526-0822 長浜市鳥羽上町６８－１ 0749-63-5711

彦根市社会福祉協議会 ヒコネシシャカイフクシキョウギカイ 522-0041 彦根市平田町６７０福祉センター別館 0749-22-2821

彦根福祉会 ヒコネフクシカイ 522-0041 彦根市平田町６７０ 0749-22-2150

ひだまり ヒダマリ 521-0212 米原市本郷６０３－１ 0749-55-3131
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美徳会 ビトクカイ 520-3308 甲賀市甲南町野田５５５ 0748-86-0050

日野町社会福祉協議会 ヒノチョウシャカイフクシキョウギカイ 529-1602 蒲生郡日野町河原一丁目１勤労福祉会館 0748-52-1219

日野友愛会 ヒノフクシカイ 529-1634 蒲生郡日野町深山口５２４ 0748-53-0261

日野福祉会 ヒノユウアイカイ 529-1648 蒲生郡日野町いせの２１８ 0748-52-5555

ひまわり会 ヒマワリカイ 528-0074 甲賀市水口町松尾１２６１ 0748-78-0205

白蓮 ビャクレン 524-0055 守山市十二里町５６０ 077-585-0526

琵琶湖愛輪会 ビワコアイワカイ 520-0512 大津市大物６６５－７ 077-592-2641

びわこ学園 ビワコガクエン 520-2321 野洲市北桜９７８－２ 077-587-1144

美輪湖の家 ビワコノイエ 527-0143 東近江市百済寺本町1543-1 050-5802-8418

美輪湖の家大津 ビワコノイエオオツ 520-0837 大津市中庄二丁目２－１１ 077-535-9082

ふたば会 フタバカイ 521-1133 彦根市本庄町２６４７ 0749-43-2053

芳醇会 ホウジュンカイ 529-0354 長浜市湖北町山本４２９０ 0749-79-8966

ほおの木 ホオノキ 523-0041 近江八幡市中小森町６００ 0748-31-3150

ぽてとファーム事業団 ポテトファームジギョウダン 526-0015 長浜市神照町２７７－２ 0749-68-0171

ほのぼの会 ホノボノカイ 523-0015 近江八幡市上田町１３１５－１ 0748-37-8716

米原市社会福祉協議会 マイバラシシャカイフクシキョウギカイ 521-0023 米原市三吉５７０地域福祉センター 0749-54-3105

松風会 マツカゼカイ 521-1125 彦根市稲枝町２７－１ 0749-43-2431

まほろば マホロバ 520-0105 大津市下阪本四丁目２１－９ 077-514-8727

まんてん マンテン 529-0704 長浜市西浅井町塩津中２７０ 0749-88-0031

汀会 ミギワカイ 521-1222 東近江市佐野町８８５ 0748-42-0635

道 ミチ 522-0201 彦根市高宮町907-1 0749-49-2531

みづほ会 ミヅホカイ 521-1113 彦根市稲部町４００－１ 0749-43-4394

三つ和会 ミツワカイ 529-1235 愛知郡愛荘町目加田６２８－２ 0749-37-2037

みのり ミノリ 525-0028 草津市上笠１丁目1-22 (077)563-0030

美絆 ミハン 523-0891 近江八幡市鷹飼町1485番地6 0748-31-0808

むつみ会 ムツミカイ 524-0101 守山市今浜町２０ 077-585-1177

睦美会 ムツミカイ 527-0026 東近江市八日市野－宮町３－１０ 0748-22-1356

メイプル メイプル 525-0072 草津市笠山８丁目5-149 (077)561-6910

めぐみ会 メグミカイ 527-0029 東近江市八日市町３－２３ 0748-22-0659

めぶき福祉会 メブキフクシカイ 520-2153 大津市一里山五丁目２０－３２ 077-544-5400

森の子会 モリノコカイ 522-0055 彦根市野瀬町１０６ 0749-23-4918

守山市社会福祉協議会 モリヤマシシャカイフクシキョウギカイ 524-0013 守山市下之郷三丁目２－５福祉保健センター 077-583-2923

守山向日葵会 モリヤマヒマワリカイ 524-0013 守山市下之郷町５６５－１ 077-583-7860

もるどう会 モルドウカイ 524-0014 守山市石田町３６４－２ 077-585-4626

モンチ優愛会 モンチユウアイカイ 520-3247 湖南市菩提寺東三丁目８－８ 0748-74-3220

野洲慈恵会 ヤスジケイカイ 520-2351 野洲市冨波甲１３４０－１ 077-586-5444

野洲市社会福祉協議会 ヤスシシャカイフクシキョウギカイ 520-2423 野洲市西河原２４００ 077-589-4683

やまなみ会 ヤマナミカイ 520-3321 甲賀市甲南町葛木８７２ 0748-86-0334

やまびこ福祉会 ヤマビコフクシカイ 520-2562 蒲生郡竜王町鵜川４７６－１ 0748-58-2583

友愛 ユウアイ 524-0022 守山市守山二丁目１－２３ 077-583-5460

悠紀会 ユウキカイ 520-2315 野洲市辻町５７－７ 077-588-0503

雪野会 ユキノカイ 520-2531 蒲生郡竜王町山之上６３２ 0748-57-2100

ゆたか会 ユタカカイ 529-1325 愛知郡愛荘町東円堂１５３０ 0749-42-5323
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ゆたか会 ユタカカイ 520-1605 高島市今津町南新保８７－１５ 0740-22-1601

よつば会 ヨツバカイ 525-0044 草津市岡本町217 077-561-7500

楽樹 ラクジュ 520-0244 大津市衣川二丁目２７－１ 077-572-3006

栗東市社会福祉協議会 リットウシシャカイフクシキョウギカイ 520-3015 栗東市安養寺１９０総合福祉保健センター 077-554-6105

竜王町社会福祉協議会 リュウオウチョウシャカイフクシキョウギカイ 520-2552 蒲生郡竜王町小口４－１福祉ステーション 0748-58-1475

良友会 リョウユウカイ 525-0023 草津市平井２丁目13-3 (077)563-8989

瑠璃光会 ルリコウカイ 528-0224 甲賀市土山町野上野４９７ 0748-66-1345

六匠会 ロクショウカイ 520-0865 大津市南郷六丁目１１０２－１ 077-547-2530

六心会 ロクシンカイ 529-1441 東近江市五個荘川並町２６８ 0748-48-5000

若竹会 ワカタケカイ 525-0042 草津市山寺町657番地の1 (077)565-0178

若葉会 ワカバカイ 529-1223 愛知郡愛荘町島川４８３ 0749-42-5082

和光会 ワコウカイ 520-0113 大津市坂本四丁目８－５０ 077-579-3915

和順会 ワジュンカイ 520-2304 野洲市永原６７４ 077-587-0243

わたむきの里福祉会 ワタムキノサトフクシカイ 529-1642 蒲生郡日野町上野田８０５ 0748-53-1061

和の会 ワノカイ 520-3031 栗東市綣十丁目２－２６ 077-554-1744

わらんべ会 ワランベカイ 520-2111 大津市桐生一丁目１７－１８ 077-549-0043


