
項番 法人種類 法人名称 主たる事業所の所在地 備考
1 公益社団法人 愛西市シルバー人材センター 愛西市小津町観音堂27番地

2 公益社団法人 愛知共同住宅協会 名古屋市中区橘1丁目26番18号

3 公益社団法人 愛知県安全運転管理協議会 名古屋市昭和区円上町26番15号愛知県高辻ｾﾝﾀｰ

4 公益社団法人 愛知県医師会 名古屋市中区栄4丁目14番28号愛知県医師会館

5 公益社団法人 愛知県栄養士会 名古屋市中区伊勢山1丁目1番4号

6 公益社団法人 愛知県園芸振興基金協会 名古屋市中区錦3丁目3番8号JAあいちﾋﾞﾙ西館内

7 公益社団法人 愛知県火薬類保安協会 名古屋市中村区名駅4丁目4番38号愛知県産業労働ｾﾝﾀｰ内

8 公益社団法人 愛知県看護協会 名古屋市昭和区円上町26番18号

9 公益社団法人 愛知県技能士会連合会 名古屋市西区浅間2丁目3番14号愛知県職業訓練会館4階

10 公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 名古屋市中区錦1丁目18番24号いちご伏見ﾋﾞﾙ5階HF伏見ﾋﾞﾙ5階

11 公益社団法人 愛知県公共嘱託登記司法書士協会 名古屋市熱田区新尾頭1丁目12番3号

12 公益社団法人 愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 名古屋市中区新栄2丁目2番1号

13 公益社団法人 愛知県歯科衛生士会 名古屋市中区丸の内3丁目5番18号愛知県歯科医師会館内

14 公益社団法人 愛知県獣医師会 名古屋市中区丸の内3丁目7番9号

15 公益社団法人 愛知県柔道整復師会 名古屋市中区金山5丁目13番22号

16 公益社団法人 愛知県植物防疫協会 名古屋市中区丸の内2丁目1番11号愛知県農業共済会館

17 公益社団法人 愛知県助産師会 名古屋市千種区神田町5番8号千種公園うたの森3階

18 公益社団法人 愛知県私立幼稚園連盟 名古屋市中区錦3丁目11番13号(愛知会館内)

19 公益社団法人 愛知県シルバー人材センター連合会 名古屋市中区三の丸3丁目2番1号愛知県東大手庁舎

20 公益社団法人 愛知県診療放射線技師会 名古屋市瑞穂区駒場町5丁目12番地5ﾊｲﾗｲｽﾞ瑞穂2C

21 公益社団法人 愛知県スキー連盟 名古屋市千種区末盛通5丁目13-3大雄ﾋﾞﾙ2F

22 公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会 名古屋市西区城西5丁目1番14号

23 公益社団法人 愛知県畜産協会 名古屋市中区丸の内3丁目4番10号

24 公益社団法人 愛知建築士会 名古屋市中区栄2丁目10番19号名古屋商工会議所ﾋﾞﾙ9階

25 公益社団法人 愛知県中小企業診断士協会 名古屋市中村区名駅3丁目22番8号大東海ﾋﾞﾙ8階

26 公益社団法人 愛知県漬物協会 名古屋市中区三の丸2丁目4番1号園芸農産課内

27 公益社団法人 愛知県バス協会 名古屋市昭和区滝子町30番16号愛知県自動車会館3階

28 公益社団法人 愛知県不動産鑑定士協会 名古屋市中区栄4丁目3番26号

29 公益社団法人 愛知県ペストコントロール協会 名古屋市中村区亀島2丁目1番1号清正公街2階

30 公益社団法人 愛知県防犯協会連合会 名古屋市昭和区円上町26番15号

31 公益社団法人 愛知県理学療法士会 名古屋市中区丸の内3丁目18番1号三晃丸の内ﾋﾞﾙ601号室

32 公益社団法人 愛知県緑化推進委員会 名古屋市中区三の丸2丁目6番1号愛知県三の丸庁舎8階

33 公益社団法人 愛知県臨床検査技師会 名古屋市中村区名駅5丁目16番17号花車ﾋﾞﾙ南館
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34 公益社団法人 愛知労働基準協会 名古屋市中区栄2丁目9番26号(ﾎﾟｰﾗ名古屋ﾋﾞﾙ内)

35 公益社団法人 阿久比町シルバー人材センター 知多郡阿久比町大字卯坂字丸ﾉ内85番地

36 公益社団法人 熱田法人会 名古屋市熱田区神宮3丁目8番20号

37 公益社団法人 あま市シルバー人材センター あま市花正中之割13番地1あま市美和総合福祉ｾﾝﾀｰすみれの里内

38 公益社団法人 安城市シルバー人材センター 安城市赤松町大北78番地1

39 公益社団法人 伊勢湾海難防止協会 名古屋市港区西倉町1番54号名海運輸作業株式会社ﾋﾞﾙ3階

40 公益社団法人 一宮市シルバー人材センター 一宮市桜1丁目12番1号一宮市社会福祉ｾﾝﾀｰ 思いやり会館

41 公益社団法人 一宮青年会議所 一宮市栄4丁目6番8号

42 公益社団法人 一宮法人会 一宮市栄4丁目5番16号

43 公益社団法人 稲沢市シルバー人材センター 稲沢市稲葉3丁目11番8号

44 公益社団法人 犬山市シルバー人材センター 犬山市松本町2丁目7番地

45 公益社団法人 岩倉市シルバー人材センター 岩倉市西市町無量寺2番地1岩倉市ふれあいｾﾝﾀｰ内

46 公益社団法人 大口町コミュニティー・ワークセンター 丹羽郡大口町下小口6丁目48番地1

47 公益社団法人 大治町シルバー人材センター 海部郡大治町大字砂子字西河原18番地大治町総合福祉ｾﾝﾀｰ｢希望の家｣2階

48 公益社団法人 大府市シルバー人材センター 大府市江端町4丁目1番地

49 公益社団法人 岡崎市シルバー人材センター 岡崎市美合町字五本松68番地12岡崎市社会福祉ｾﾝﾀｰ2階

50 公益社団法人 岡崎法人会 岡崎市竜美南1丁目2番地岡崎商工会議所内

51 公益社団法人 尾張旭市シルバー人材センター 尾張旭市稲葉町1丁目41番地1

52 公益社団法人 春日井市シルバー人材センター 春日井市東山町2277番地1

53 公益社団法人 春日井青年会議所 春日井市鳥居松町5丁目45番地(春日井商工会館内)

54 公益社団法人 蟹江町シルバー人材センター 海部郡蟹江町大字西之森字海山282番地の2

55 公益社団法人 蒲郡市シルバー人材センター 蒲郡市神明町22番2号(蒲郡市生きがいｾﾝﾀｰ内)

56 公益社団法人 刈谷市シルバー人材センター 刈谷市原崎町4丁目201番地

57 公益社団法人 刈谷法人会 刈谷市新栄町3丁目26番地刈谷商工会議所内

58 公益社団法人 北名古屋市シルバー人材センター 北名古屋市西之保中社8番地

59 公益社団法人 清須市シルバー人材センター 清須市一場古城604番地15

60 公益社団法人 幸田町シルバー人材センター 額田郡幸田町大字横落字竹ﾉ花32番地

61 公益社団法人 江南市シルバー人材センター 江南市古知野町花霞74番地

62 公益社団法人 小牧市シルバー人材センター 小牧市大字小牧原新田423番地

63 公益社団法人 小牧法人会 小牧市小牧5丁目253番地小牧商工会議所会館5階

64 公益社団法人 設楽町シルバー人材センター 北設楽郡設楽町田口字矢高5番地7

65 公益社団法人 昭和法人会 名古屋市昭和区広見町1丁目13番地の4大栄ﾋﾞﾙ1階

66 公益社団法人 新城市シルバー人材センター 新城市矢部字上ﾉ川1番地6いきいきﾗｲﾌの館内
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67 公益社団法人 スター・クラシックス協会 名古屋市中区葵3丁目21番19号

68 公益社団法人 スペシャルオリンピックス日本・愛知 名古屋市瑞穂区下坂町2丁目9番地丸美ﾀｳﾝﾏﾝｼｮﾝ堀田1階

69 公益社団法人 生体制御学会 名古屋市千種区春岡2丁目23番10号

70 公益社団法人 瀬戸旭法人会 瀬戸市見付町38番地の2

71 公益社団法人 瀬戸市シルバー人材センター 瀬戸市東権現町51番地

72 公益社団法人 全国珠算学校連盟 名古屋市千種区今池3丁目1番3号

73 公益社団法人 セントラル愛知交響楽団 名古屋市中村区名駅南4丁目8番17号ﾀﾞｲﾄﾞｰ名駅南第2ﾋﾞﾙ401

74 公益社団法人 大正琴協会 名古屋市中区大須3丁目8番20号

75 公益社団法人 高浜市シルバー人材センター 高浜市湯山町6丁目2番地6

76 公益社団法人 武豊町シルバー人材センター 知多郡武豊町字平海道76番地1

77 公益社団法人 田原市シルバー人材センター 田原市赤石2丁目2番地

78 公益社団法人 千種法人会 名古屋市千種区池下1丁目4番18号井上ﾋﾞﾙ

79 公益社団法人 知多市シルバー人材センター 知多市岡田字向田58番地の2

80 公益社団法人 中部海事広報協会 名古屋市港区入船2丁目2番14号藤洋株式会社3階

81 公益社団法人 中部圏不動産流通機構 名古屋市西区城西5丁目1番14号愛知県不動産会館1階

82 公益社団法人 中部小型船安全協会 名古屋市港区港町1番11号名古屋港湾会館

83 公益社団法人 中部日本書道会 名古屋市中村区名駅2丁目45番19号桑山ﾋﾞﾙ8階C号室

84 公益社団法人 知立市シルバー人材センター 知立市八ﾂ田町泉43番地1

85 公益社団法人 津島市シルバー人材センター 津島市上之町1丁目60番地

86 公益社団法人 東栄町シルバー人材センター 北設楽郡東栄町大字本郷字大森1番地

87 公益社団法人 東海市シルバー人材センター 東海市荒尾町西廻間2番地の1

88 公益社団法人 東郷町シルバー人材センター 愛知郡東郷町大字春木字申下40番地

89 公益社団法人 常滑市シルバー人材センター 常滑市神明町3丁目40番地

90 公益社団法人 飛島村シルバー人材センター 海部郡飛島村竹之郷5丁目43番地

91 公益社団法人 豊明市シルバー人材センター 豊明市西川町長田16番地7

92 公益社団法人 豊川市シルバー人材センター 豊川市金屋西町3丁目1番地

93 公益社団法人 豊川文化協会 豊川市桜ｹ丘町79番地の2

94 公益社団法人 豊田市シルバー人材センター 豊田市喜多町6丁目61番地1

95 公益社団法人 豊田法人会 豊田市小坂本町1丁目25番地

96 公益社団法人 豊橋市シルバー人材センター 豊橋市牟呂町字東里42番地の2

97 公益社団法人 豊橋青年会議所 豊橋市花田町字石塚42番地の1(豊橋商工会議所内)

98 公益社団法人 豊山町シルバー人材センター 西春日井郡豊山町大字豊場字神戸188番地

99 公益社団法人 トレイディングケア 高浜市青木町4丁目5番地26 2F
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100 公益社団法人 長久手市シルバー人材センター 長久手市岩作城の内98番地

101 公益社団法人 名古屋北法人会 名古屋市北区清水5丁目5番3号

102 公益社団法人 名古屋市獣医師会 名古屋市中区大須4丁目12番21号

103 公益社団法人 名古屋市食品衛生協会 名古屋市中区三の丸3丁目1番1号

104 公益社団法人 名古屋市私立幼稚園協会 名古屋市中区錦3丁目11番13号(愛知会館内)

105 公益社団法人 名古屋市シルバー人材センター 名古屋市昭和区御器所通3丁目12番地の1

106 公益社団法人 名古屋市老人クラブ連合会 名古屋市北区清水4丁目17番1号名古屋市総合社会福祉会館6階

107 公益社団法人 名古屋清港会 名古屋市港区作倉町1番95号

108 公益社団法人 名古屋青年会議所 名古屋市中区栄1丁目15番24号

109 公益社団法人 名古屋中法人会 名古屋市中区栄4丁目3番26号

110 公益社団法人 名古屋中村法人会 名古屋市中村区椿町17番15号ﾕｰｽ丸悦ﾋﾞﾙ4階

111 公益社団法人 名古屋西法人会 名古屋市西区菊井1丁目1番5号

112 公益社団法人 名古屋民間保育園連盟 名古屋市中区丸の内3丁目7番9号ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ丸の内第2 905号

113 公益社団法人 西尾市シルバー人材センター 西尾市花ﾉ木町2丁目1番地総合福祉ｾﾝﾀｰ 2階

114 公益社団法人 西尾法人会 西尾市永楽町3丁目45番地

115 公益社団法人 日進市シルバー人材センター 日進市蟹甲町中島267番地

116 公益社団法人 日本アマチュアオーケストラ連盟 豊橋市立花町46番地

117 公益社団法人 半田市シルバー人材センター 半田市東洋町1丁目8番地ｱｲﾌﾟﾗｻﾞ半田

118 公益社団法人 半田青年会議所 半田市御幸町1番地

119 公益社団法人 半田法人会 半田市広小路町155番地の3ｸﾗｼﾃｨ2F

120 公益社団法人 被害者サポートセンターあいち 名古屋市中区丸の内2丁目14番21号ｻﾝﾏﾝｼｮﾝ丸の内701号室

121 公益社団法人 東浦町シルバー人材センター 知多郡東浦町大字石浜字下庚申坊1番地

122 公益社団法人 東三河地域研究センター 豊橋市駅前大通3丁目53番地

123 公益社団法人 扶桑町シルバー人材センター 丹羽郡扶桑町大字柏森字長畑478番地扶桑町ｻﾝｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ内

124 公益社団法人 碧南市シルバー人材センター 碧南市汐田町1丁目1番地2ものづくりｾﾝﾀｰ1階

125 公益社団法人 南知多町シルバー人材センター 知多郡南知多町大字豊浜字須佐ｹ丘1番地南知多JA会館内

126 公益社団法人 美浜町シルバー人材センター 知多郡美浜町北方1丁目1番地

127 公益社団法人 みよし市シルバー人材センター みよし市三好町井ﾉ花100番地1

128 公益社団法人 弥富市シルバー人材センター 弥富市鯏浦町上本田95番地1高齢者生きがいｾﾝﾀｰ内
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