＜公益社団法人・公益財団法人＞
法人の名称

所在
市町村

所在地

電話番号

公益社団法人長野県農業担い手育成基金

長野市

長野県長野市大字南長野字幅下
692-2

026-2316222

公益社団法人長野県防犯協会連合会

長野市

長野県長野市大字南長野字宮東
419-9

026-2342343

公益社団法人諏訪教育会

諏訪市

長野県諏訪市諏訪1-23-10

0266-520213

公益社団法人長野市歯科医師会

長野市

長野県長野市鶴賀1744

026-2260576

公益社団法人長野県介護福祉士会

長野市

長野県長野市若里７丁目１番７号

026-2236670

公益社団法人南信州地域資料センター

飯田市

長野県飯田市育良町二丁目２番地５

0265-220704

公益社団法人長野県シルバー人材センター連合
会

長野市

長野県長野市大字長野字大門町51- 026-2371 柏与ビル３Ｆ
4680

公益社団法人信濃教育会

長野市

長野県長野市旭町1098

公益社団法人長野県畜産物価格安定基金協会

長野市

長野県長野市大字南長野北石堂町 026-2361177-3 ＪＡ長野県ビル
2275

公益社団法人安曇野市教育会

安曇野市 長野県安曇野市豊科5668-４

026-2322470

0263-722430

公益社団法人諏訪市シルバー人材センター

諏訪市

長野県諏訪市高島１-7-3

0266-571388

公益社団法人木曽シルバー人材センター

木曽町

長野県木曽郡木曽町福島5808-3

0264-233755

公益社団法人松本地域シルバー人材センター

松本市

長野県松本市宮渕本村1-10

0263-396680

公益社団法人飯山地域シルバー人材センター

飯山市

長野県飯山市大字飯山1461

0269-632915

公益社団法人阿南広域シルバ－人材センタ－

阿南町

長野県下伊那郡阿南町西條2333-１

0260-311171

公益社団法人伊那広域シルバー人材センター

伊那市

長野県伊那市西町4896-1

0265-764680

公益社団法人小諸北佐久シルバー人材センター

小諸市

長野県小諸市六供2-2-5

0267-240333

公益社団法人更埴地域シルバー人材センター

千曲市

長野県千曲市大字杭瀬下820-3

026-2725630

公益社団法人中野広域シルバー人材センター

中野市

長野県中野市三好町1-4-6 中野市 0269-23三好町庁舎内
0468
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＜公益社団法人・公益財団法人＞
所在
市町村

所在地

公益社団法人佐久シルバー人材センター

佐久市

長野県佐久市取出町183 野沢会館

0267-621786

公益社団法人長野県看護協会

松本市

長野県松本市旭2-11-34

0263-350421

法人の名称

公益社団法人安曇野シルバー人材センター

安曇野市

電話番号

長野県安曇野市豊科4155-1 豊科保 0263-72健センター内
5800

公益社団法人飯田広域シルバー人材センター

飯田市

長野県飯田市鼎上山1890-1

0265-228690

公益社団法人塩尻地域シルバー人材センター

塩尻市

長野県塩尻市大門4-7-9

0263-544567

公益社団法人東筑摩塩尻教育会

松本市

長野県松本市開智2-3-28

0263-321187

公益社団法人諏訪圏青年会議所

諏訪市

長野県諏訪市小和田南14-7 諏訪
商工会館４Ｆ

0266-546980

公益社団法人長野県林業公社

長野市

長野市大字中御所字岡田３０番地１ 026-228６
7211

公益社団法人下伊那西部シルバー人材センター

阿智村

長野県下伊那郡阿智村駒場487-1

0265-432244

公益社団法人上田地域シルバー人材センター

上田市

長野県上田市常磐城3-2-10

0268-236002

公益社団法人茅野広域シルバー人材センター

茅野市

長野県茅野市塚原2-5-45

0266-730224

公益社団法人北アルプス広域シルバー人材セン
ター

大町市

長野県大町市大町4113

0261-222445

公益社団法人須高広域シルバー人材センター

須坂市

長野県須坂市大字須坂1218

026-2462003

公益社団法人長野シルバー人材センター

長野市

長野県長野市大字鶴賀西鶴賀町
1481-1

026-2378315

公益社団法人駒ヶ根伊南シルバー人材センター

駒ヶ根市 長野県駒ヶ根市梨の木2-22

0265-838184

公益社団法人岡谷下諏訪広域シルバー人材セ
ンター

岡谷市

長野県岡谷市長地権現町4-11-50

公益社団法人上伊那教育会

伊那市

長野県伊那市荒井3500-1-401 上伊 0265-72那教育会館内
3416

公益社団法人中野青年会議所

中野市

長野県中野市中央1-7-2

0269-263412

公益社団法人下伊那教育会

飯田市

長野県飯田市仲ノ町303番地1

0265-520808
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0266-230760

＜公益社団法人・公益財団法人＞
所在
市町村

所在地

公益社団法人南長野青年会議所

長野市

長野県長野市篠ノ井布施高田895-1

026-2922310

公益社団法人長野県バス協会

長野市

長野県長野市大字中御所字鶴田
560-4

026-2263288

公益社団法人佐久青年会議所

佐久市

長野県佐久市中込2976-4

0267-622656

公益社団法人長野県栄養士会

長野市

長野県長野市南県町685－2 長野
県食糧会館

026-2352308

公益社団法人長野グライダー協会

長野市

長野県長野市若穂綿内8693-4

026-2823171

公益社団法人長野青年会議所

長野市

長野県長野市大字鶴賀（七瀬中町） 026-228276
3264

公益社団法人塩尻青年会議所

塩尻市

長野県塩尻市大門六番町4-20

0263-527700

公益社団法人長野県トラック協会

長野市

長野県長野市大字南長池710-3

026-2545151

公益社団法人長野県私学教育協会

長野市

長野県長野市大字南長野字幅下
692-2

026-2353353

法人の名称

公益社団法人諏訪交響楽団

下諏訪町 長野県諏訪郡下諏訪町5185-2

電話番号

0266-276517

公益社団法人長野県浄化槽協会

長野市

長野県長野市大字南長野字幅下
692-2

026-2347637

公益社団法人長野県公共嘱託登記司法書士協
会

長野市

長野県長野市大字南長野妻科399

026-2327492

公益社団法人長野県柔道整復師会

長野市

長野県長野市大字安茂里字伊勢宮 026-2242167-9
6800

公益社団法人長野県教育文化厚生協会

長野市

長野県長野市大字南長野字聖徳
593-7

026-2342216

公益社団法人長野県公共嘱託登記土地家屋調
査士協会

長野市

長野県長野市大字南長野妻科399-2

026-2323301

公益社団法人しなの中小法人サポートセンター

長野市

長野県長野市篠ノ井布施高田1233
コーポ宮入２Ｆ－21

026-2146888

公益社団法人才能教育研究会

松本市

長野県松本市深志3-10-3

0263-327171

公益社団法人長野県社会福祉士会

長野市

長野市南県町685-2

026-2660294

公益社団法人スペシャルオリンピックス日本・長
野

長野市

長野市大字鶴賀上千歳町1120-17

026-2251550
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＜公益社団法人・公益財団法人＞
所在
市町村

所在地

公益社団法人日本ボブスレー・リュージュ・スケ
ルトン連盟

長野市

長野県長野市県町524

026-2356260

公益財団法人長野県下水道公社

長野市

長野県長野市大字南長野字幅下
667-6

026-2322373

公益財団法人長野県テクノ財団

長野市

長野県長野市若里1-18-1

026-2268101

公益財団法人信州医学振興会

松本市

長野県松本市旭3-1-1

0263-367673

公益財団法人松山記念館

上田市

長野県上田市塩川2874-1

0268-353650

公益財団法人サンリツ服部美術館

諏訪市

長野県諏訪市湖岸通り2-1-1

0266-573311

公益財団法人長野県アイバンク・臓器移植推進
協会

長野市

長野県長野市若里7-1-5

026-2261516

公益財団法人サイトウ・キネン財団

松本市

長野県松本市3-3-4田立屋ビル4F

0263-342700

公益財団法人長野県暴力追放県民センター

長野市

長野県長野市大字南長野字幅下
692-2 長野県庁東庁舎１階

026-2352140

公益財団法人北野美術館

長野市

長野県長野市若穂綿内7963-2

026-2823450

公益財団法人ＨＩＯＫＩ奨学・緑化基金

上田市

長野県上田市小泉81 日置電機株
式会社内

0268-280550

公益財団法人長野県体育協会

長野市

長野県長野市大字南長野字聖徳
545-1

026-2353483

公益財団法人北澤美術館

諏訪市

諏訪市湖岸通り1-13-28

0266-586000

公益財団法人南信州・飯田産業センター

飯田市

長野県飯田市上郷別府3338-8

0265-521613

公益財団法人信毎文化事業財団

長野市

長野県長野市南県町657 信濃毎日 026-236新聞社ビル
3382

公益財団法人軽井沢美術文化学院

軽井沢町

長野県北佐久郡軽井沢町長倉957- 0267-4610
1911

公益財団法人軽井沢大賀ホール

軽井沢町

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東 0267-4228-4
0055

公益財団法人日本のあかり博物館

小布施町

長野県上高井郡小布施町大字小布 026-247施973
5669

法人の名称

公益財団法人八十二文化財団

長野市
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長野県長野市岡田178-13

電話番号

026-2240511

＜公益社団法人・公益財団法人＞
法人の名称

所在
市町村

公益財団法人長野県緑の基金

長野市

長野県長野市大字南長野字幅下
692-2

公益財団法人長野県長寿社会開発センター

長野市

長野県長野市若里7-1-7 長野県社 026-226会福祉総合センター内
3741

公益財団法人北信奨学財団

長野市

長野市栗田711 新光電気工業株式
会社内

026-2831000

公益財団法人長野県中小企業振興センター

長野市

長野県長野市若里1-18-1

026-2275803

公益財団法人中小企業ながの財団

長野市

長野県長野市大字中御所字岡田
131-10

026-2281176

公益財団法人芸術文化振興会

所在地

駒ヶ根市 長野県駒ヶ根市赤穂88

電話番号
026-2320111

0265-835100

公益財団法人長野県学校給食会

長野市

長野県長野市若穂川田3800-5

026-2826080

公益財団法人小県教育会

上田市

長野県上田市大手2-7-13

0268-231151

公益財団法人身体教育医学研究所

東御市

長野県東御市布下6-1

0268-616148

公益財団法人諏訪圏学校理科教育振興基金

諏訪市

長野県諏訪市清水1-10-1

0266-520201

公益財団法人上伊那産業振興会

伊那市

長野県伊那市西箕輪2415-6

0265-765661

公益財団法人長野県市町村振興協会

長野市

長野県長野市大字西長野字加茂北 026-234143-8 長野県自治会館
3611

公益財団法人水野美術館

長野市

長野県長野市若里6-1158-39

026-2296333

公益財団法人田中本家博物館

須坂市

長野県須坂市大字小山字穀町476

026-2488008

公益財団法人安曇野文化財団

安曇野市 長野県安曇野市豊科5609-3

0263-735638

公益財団法人大町エネルギー博物館

大町市

長野県大町市平字コヲミ平2112-38

0261-227770

公益財団法人長野県学校科学教育奨励基金

長野市

長野県長野市大字南長野字幅下
692-2

026-2320111

公益財団法人いのちの森文化財団

長野市

長野県長野市大字上ケ屋2471-2198

026-2390010

公益財団法人ながの観光コンベンションビュー
ロー

長野市

長野県長野市大字南長野新田町
1485-1

026-2236050
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＜公益社団法人・公益財団法人＞
法人の名称

所在
市町村

公益財団法人長野墓園普及会

長野市

長野県長野市中条日高1230-1

026-2683556

公益財団法人長野県建設技術センター

長野市

長野県長野市大字南長野字幅下
667-6 長野県土木センター２階

026-2352270

公益財団法人長野県国際化協会

長野市

長野県長野市大字南長野字幅下692 026-235県庁東庁舎内
7186

公益財団法人長野県生活衛生営業指導セン
ター

長野市

長野県長野市大字南長野字宮東
426-1 長野県建築士会館3Ｆ301号

公益財団法人信州農林科学振興会

所在地

南箕輪村 長野県上伊那郡南箕輪村8304

電話番号

026-2353612
0265-768501

公益財団法人長野県消防協会

長野市

長野県長野市大字南長野字幅下
692-2

026-2325319

公益財団法人青葉

松本市

長野県松本市中央2-1-12

0263-324057

公益財団法人さかきテクノセンター

坂城町

長野県埴科郡坂城町大字南条4861- 0268-8235
0001

公益財団法人長野県スキー連盟

長野市

長野県長野市大字安茂里字上河原 026-2643557
5888

公益財団法人岡谷市体育協会

岡谷市

長野県岡谷市南宮3-2-1 岡谷市民
総合体育館内

0266-228850

公益財団法人長野県健康づくり事業団

長野市

長野県長野市稲里町田牧206-1

026-2866400

公益財団法人飯田市体育協会

飯田市

長野県飯田市松尾明7443

0265-224511

公益財団法人信濃通俗大学会

大町市

大町市大町1058-２北安曇教育会館 0261-22内
0440

公益財団法人グレイスフル芸術館
公益財団法人生坂村農業公社
公益財団法人濱財団ハーモ美術館
公益財団法人長野市保健医療公社
公益財団法人駒ヶ根市文化財団
公益財団法人丸山奨学会

小布施町 長野県上高井郡小布施町雁田1171
生坂村

長野県東筑摩郡生坂村5049-1

下諏訪町 長野県諏訪郡下諏訪町10616

026-2475461
0263-693431
0266-283636

長野県長野市大字富竹1333-1

026-2951199

駒ヶ根市 長野県駒ヶ根市上穂栄町23-1

0265-831130

長野市

上田市
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長野県上田市中丸子1771-1

0268-434093

＜公益社団法人・公益財団法人＞
法人の名称
公益財団法人おかや文化振興事業団
公益財団法人碌山美術館
公益財団法人長野市スポーツ協会
公益財団法人妻籠を愛する会

所在
市町村

所在地

岡谷市

長野県岡谷市幸町8-1

安曇野市 長野県安曇野市穂高5095-1
長野市

長野県長野市大字鶴賀緑町1613

南木曽町 長野県木曽郡南木曽町吾妻2159-2

電話番号
0266-241301
0263-822094
026-2245088
0264-573513

公益財団法人久保田水産振興財団

長野市

長野県長野市神楽橋75-6

026-2411088

公益財団法人長野県農業開発公社

長野市

長野県長野市大字南長野字幅下
692-2

026-2340777

公益財団法人ルネサンス奨学基金

長野市

長野県長野市大字鶴賀字鍋屋田
1381-3

026-2355055

公益財団法人神澤医学研究振興財団

松本市

長野県松本市芳野19-48

0263-259644

公益財団法人日本農業研修場協力団

上田市

長野県上田市武石沖605-5

0268-853465

公益財団法人ホクト生物科学振興財団

長野市

長野県長野市大字南堀字村東138-1 026-259ホクト株式会社内
6787

公益財団法人自然農法国際研究開発センター

松本市

長野県松本市波田5632-1

0263-911011

公益財団法人エプソン国際奨学財団

諏訪市

長野県諏訪市大和3-3-5

0266-575606

原村

長野県諏訪郡原村17217-118

0266-742111(代)

公益財団法人オイスカ

長野市

長野県長野市県町584
長野県経営者協会総務部内

03-33225161

公益財団法人TAKEUCHI育英奨学会

坂城町

埴科郡坂城町大字上平２０５番地

0268-716870

公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会

長野市

長野市大字下駒沢５８６番地

026-2953661

公益財団法人農村更生協会
（八ヶ岳中央農業実践大学校）
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