
大学法人
No. フリガナ 郵便番号 主たる事務所の所在地 電話番号

1 シガダイガク 522-8522 彦根市馬場一丁目１－１ 0749-27-1005

2 シガイカダイガク 520-2192 大津市瀬田月輪町 077-548-2111

3 シガケンリツダイガク 522-8533 彦根市八坂町２５００ 0749-28-8200

4 キョウトダイガク 606-8317 京都府京都市左京区吉田本町３６－１ 075-753-2579

独立行政法人等
No. フリガナ 郵便番号 主たる事務所の所在地 電話番号

1 コクリツビョウインキコウ 152-8621 東京都目黒区東が丘２－５－２１ 03-5712-5067

2 ニホンセキジュウジシャ 105-8521 東京都港区芝大門1-1-3 03-3438-1311

地方独立行政法人
No. フリガナ 郵便番号 主たる事務所の所在地 電話番号

1 シリツオオツシミンビョウイン 520-0804 大津市本宮二丁目９－９ 077-522-4607

2 コウリツコウカビョウイン 528-0074 甲賀市水口町松尾1256番地 0748-62-0234

更生保護法人
No. フリガナ 郵便番号 主たる事務所の所在地 電話番号

1 シガケンコウセイホゴジギョウキョウカイ 520-0057 大津市京町三丁目１－１大津びわ湖合同庁舎７階 077-524-9362

2 シガコウゼンカイ 520-0837 大津市中庄二丁目１－４８ 077-524-3426

認定・特例認定ＮＰＯ法人

No.
認定・

特例認定 法人名 フリガナ 郵便番号 主たる事務所の所在地 電話番号

自 平成25年9月11日

至 令和5年9月10日

自 平成25年10月15日

至 令和5年10月14日

自 平成25年11月6日

至 令和5年11月5日

自 平成25年12月11日

至 令和5年12月10日

自 平成26年1月15日

至 令和6年1月14日

自 平成26年2月27日

至 令和6年2月26日

自 平成26年3月13日

至 令和6年3月12日

自 平成26年11月21日

至 令和6年11月20日

自 平成26年12月8日

至 令和6年12月7日

自 平成28年3月1日

至 令和8年2月28日

自 平成28年3月15日

至 令和8年3月14日

自 平成28年9月23日

至 令和8年9月22日

自 平成29年10月6日

至 令和9年10月5日

自 平成29年10月30日

至 令和9年10月29日

自 平成30年3月15日

至 令和5年3月14日

自 平成30年5月11日

至 令和5年5月10日

自 平成30年10月22日

至 令和5年10月21日

自 平成30年10月22日

至 令和5年10月21日

自 令和1年12月4日

至 令和6年12月3日

自 令和2年8月18日

至 令和7年8月17日

自 令和4年8月9日

至 令和9年8月8日

自 令和2年3月30日

至 令和5年3月29日

自 令和4年11月8日

至 令和7年11月7日

0748-56-1117

23 特例認定
特定⾮営利活動法人
まちづくりスポット大津

マチヅクリスポットオオツ 520-0021 大津市二本松1番1号 077-511-9814

22 特例認定
特定⾮営利活動法人
三艸苑家族

サンソウエンカゾク 527-0164 東近江市⻘山町380番地2

0749-27-9777

21 認定
特定非営利活動法人
大津祭曳山連盟

オオツマツリヒキヤマレンメイ 520-0043 大津市中央一丁目２－２７ 077-525-0505

20 認定
特定⾮営利活動法人
NPOぽぽハウス

エヌピーオーポポハウス 522-0041 彦根市平田町107-11 

090-5087-9904

19 認定
認定NPO法人
喜房会

キボウカイ 522-0086 彦根市後三条町４６８ 0749-26-3135

18 認定
特定非営利活動法人
くさつ未来プロジェクト

クサツミライプロジェクト 525-0059 草津市野路一丁目１６－１３－４０５

077-522-1281

17 認定
特定非営利活動法人
淡海かいつぶりセンター

オウミカイツブリセンター 520-2144 大津市黒津二丁目１７－３２ 077-545-0232

16 認定
特定非営利活動法人
滋賀いのちの電話

シガイノチノデンワ 520-3015 栗東市安養寺七丁目宇野田６１１－１

0748-32-3444

15 認定
特定非営利活動法人
まちづくりネット東近江

マチヅクリネットヒガシオウミ 527-0023 東近江市金屋二丁目６－２５ 0748-56-1277

14 認定
特定非営利活動法人
ヴォ―リズ遺産を守る市民の会

ヴォーリズイサンヲマモルシミンノカイ 523-0841 近江八幡市慈恩寺町元１１

0749-57-6777

13 認定
特定非営利活動法人
街かどケア滋賀ネット

マチカドケアシガネット 520-3107 高島市新旭町安井川１４８－４ 0748-60-2899

12 認定
特定非営利活動法人
つどい

ツドイ 526-0823 長浜市常喜町８８５

080-6160-4280

11 認定
特定非営利活動法人
大津夜まわりの会

オオツヨマワリノカイ 520-0815 大津市膳所一丁目１０－４ 077-521-3603

10 認定
特定非営利活動法人
四つ葉のクローバー

ヨツバノクローバー 524-0022 守山市守山二丁目１５－２５

077-511-9301

9 認定
特定非営利活動法人
ひこね育ちのネットワーク・ラポール

ヒコネソダチノネットワークラポール 522-0051 彦根市中薮町７２７－２２ 070-5652-5978

8 認定
特定非営利活動法人
マイママ・セラピー

マイママセラピー 520-0043 大津市中央一丁目８－６

077-583-8686

7 認定
特定非営利活動法人
滋賀医療人育成協力機構

シガイリョウジンイクセイキョウリョクキコウ 520-2121 大津市瀬田月輪町滋賀医科大学内 077-548-2802

6 認定
特定非営利活動法人
びわこ豊穣の郷

ビワコホウジョウノサト 524-0041 守山市勝部五丁目１０－２５

0749-23-6679

5 認定
特定非営利活動法人
あさがお

アサガオ 520-0047 大津市浜大津三丁目２－４ 077-522-0799

4 認定
特定非営利活動法人
サタデーピア

サタデーピア 522-0054 彦根市西今町１３２７

0740-22-9090

3 認定
特定非営利活動法人
びわ湖トラスト

ビワコトラスト 520-0047 大津市浜大津五丁目１－１ 077-522-7255

2 認定
ＮＰＯ法人
ＴＳＣ

ティエスシー 520-1631 高島市今津町名小路一丁目６－５

滋賀県更生保護事業協会

滋賀好善会

認定（特例認定）
有効期間

1 認定
特定非営利活動法人
しがＮＰＯセンター

シガエヌピーオーセンター 523-0893 近江八幡市桜宮町２０７－３ 0748-34-3033

日本赤十字社（※滋賀県内の支部に対するものに限る）

法人名

地方独立行政法人市立大津市民病院

地方独立行政法人公立甲賀病院

法人名

独立行政法人国立病院機構

法人名

国立大学法人滋賀大学

国立大学法人滋賀医科大学

公立大学法人滋賀県立大学

国立大学法人京都大学

法人名


