金沢市 各種団体
団体名称

ふりがな

団体所在地

電話

FAX

ホームページ等

1 一般社団法人金沢市観光協会

かなざわしかんこうきょうかい

2 公益財団法人金沢ボランティア大学校

かなざわぼらんてぃあだいがくこう

金沢市彦三1-15-5

076-233-2456

076-233-2536

3 石川県ＮＰＯ活動支援センターあいむ

えぬぴーおーしえんせんたーあいむ

金沢市香林坊2丁目4-30

076-223-9558

076-223-9559

4 金沢片町まちづくり会議

かなざわかたまちまちづくりかいぎ

5 石川県社会福祉協議会ボランティアセンター

いしかわけんしゃかいふくしきょうぎかいぼらんてぃあせん
たー

金沢市本多町３丁目10

076-224-1212

076-222-8900

6 金沢ボランティアセンター

かなざわぼらんてぃあせんたー

金沢市高岡町7-25金沢市松ヶ枝福祉館内

076-231-3725

076-231-3721

7 金沢市校下婦人会連絡協議会

かなざわしこうかふじんかいれんらくきょうぎかい

金沢市三社町1-44

076-221-5425

076-223-6299

shifuren@spacelan.ne.jp

8 金沢市青少年団体連絡協議会

かなざわしせいしょうねんだんたいれんらくきょうぎかい

金沢市長町2丁目2-43

076-261-8300

9 金沢市PTA協議会

kanazawa-pta@arrow.ocn.ne.jp

かなざわしぴーてぃーえーきょうぎかい

金沢市此花町2-7

076-261-5588

076-260-5590

10 社会福祉法人金沢市社会福祉協議会

かなざわししゃかいふくしきょうぎかい

金沢市高岡町7-25 金沢市松ヶ枝福祉館内

076-231-3725

076-231-3721

11 公益財団法人金沢青年会議所

かなざわせいねんかいぎしょ

金沢市長町1-1-58

076-232-3027

076-232-3026

12 金沢市商店街連盟

かなざわししょうてんがいれんめい

金沢市尾山町9-13

076-234-7236

076-234-7236

13 金沢市子ども会連合会

かなざわしこどもかいれんごうかい

金沢市長町2丁目2-43

076-261-8300

076-234-2997

14 片町商店街振興組合

かたまちしょうてんがいしんこうくみあい

金沢市片町2-2-6片町きらら4F

232-0630

15 横安江町商店街振興組合

よこやすえちょうしょうてんがいしんこうくみあい

金沢市安江町15-55

231-2536

16 竪町商店街振興組合

たてまちしょうてんがいしんこうくみあい

金沢市竪町94-1

232-2244

17 尾張町商店街振興組合

おわりちょうしょうてんがいしんこうくみあい

金沢市尾張町1-11-8

221-8430

18 武蔵商店街振興組合

むさししょうてんがいしんこうくみあい

金沢市武蔵町15-1エムザ3Ｆ

231-4831

19 近江町市場商店街振興組合

おうみちょうしょうてんがいしんこうくみあい

金沢市上近江町50

231-1462

20 香林坊商店街振興組合

こうりんぼうしょうてんがいしんこうくみあい

金沢市香林坊1-1-1

220-1000

21 石引商店街振興組合

いしびきしょうてんがいしんこうくみあい

金沢市石引2-7-7

231-5797

22 駅前別院通り商店街振興組合

えきまえべついんどおりしんこうくみあい

金沢市此花町2-5

261-4054

23 新竪町商店街

しんたてまちしょうてんがいしんこうくみあい

金沢市新竪町3-36KOKON

232-9255

24 野町弥生地区商店街連盟

のまちやよいちくしょうてんがいれんめい

金沢市野町1-3-59落雁諸江屋

241-2854

25 玉川町通り商店街振興組合

たまがわちょうどおりしょうてんがいしんこうくみあい

金沢市玉川町14-13

261-5864

26 尾山神社前商店街振興組合

おやまじんじゃまえしょうてんがいしんこうくみあい

金沢市尾山町13-5ｶﾒﾗのｽﾀｰ

221-3815

27 広坂振興会

ひろさかしんこうかい

金沢市広坂1-1-55大気堂

261-0780

28 森本商店街振興会

もりもとしょうてんがいしんこうかい

金沢市吉原町ハ10-2

258-1707

29 平和町大通り商店街振興組合

へいわまちおおどおりしょうてんがいしんこうくみあい

金沢市平和町3-8-5ﾍｱｰ専科ﾑﾗﾅｶ

241-7891

30 彦三商店街振興組合

ひこそしょうてんがいしんこうくみあい

金沢市安江町3-35之

265-4777

31 金石町商店協同組合

かないわまちしょうてんきょうどうくみあい

金沢市金石西1-6-18

268-4359

32 柿木畠振興会

かきのきばたけしんこうかい

金沢市柿木畠2-13広坂不動産

221-5571

33 伏見台商店街振興組合

ふしみだいしょうてんがいしんこうくみあい

金沢市三馬3−193支那そば屋

244-9144

npo@pref.ishikawa.lg.jp

34 入江商店街

いりえしょうてんがい

金沢市入江1-595ヨシモト金物

291-3258

35 南町通り商工会

みなみちょうどおりしょうこうかい

金沢市南町3-32白尾歯科

231-1668

36 諸江地区商業協同組合

もろえちくしょうぎょうきょうどうくみあい

金沢市諸江町上丁468-4花好

264-8744

37 金沢城兼六園商店会

かなざわじょうけんろくえんしょうてんかい

金沢市兼六町2-3野村右園堂

231-5234

38 額振興会

ぬかしんこうかい

金沢市額新保1-169-2

296-1922

39 西金プリンスロード商店会

にしかねぷりんすろーどしょうてんかい

金沢市米泉町7-28-1

245-7620

40 杜の里商店会

もりのさとしょうてんかい

金沢市もりの里2-21

222-3311

41 英町商店街振興組合

はなふさちょうしょうてんがいしんこうくみあい

金沢市本町2-3-4岡田表具店

231-5251

42 里見町あかねや橋通り商店会

さとみちょうあかねやばしどおりしょうてんかい

金沢市里見町29-3竹村不動産

232-0005

43 寺町台商興会

てらまちだいしょうこうかい

金沢市寺町3-6-15金沢ｽｶｲﾊｲﾂ222ｱｲﾑﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ

245-2050

44 大徳商工振興会

だいとくしょうこうしんこうかい

金沢市松村5-108キタガワ印刷

267-1866

45 片町伝馬商店街

かたまちでんましょうてんがい

金沢市片町2-32-4割烹たけし

234-2121

46 せせらぎ通り商店街振興会

せせらぎどおりしょうてんがいしんこうかい

金沢市長町1-2-22味処高崎

231-0116

47 金沢中央市場通り商店会

かなざわちゅうおういちばどおりしょうてんかい

金沢市西念4-7-1

221-4144

48 大野町商工振興会

おおのまちしょうこうしんこうかい

金沢市大野町5-31

267-1856

49 鳴和商店街振興会

なるわしょうてんがいしんこうかい

金沢市鳴和2-2-3太陽めがね

251-9902

50 金沢駅前三和商店街振興会

かなざわえきまえさんわしょうてんがいしんこうかい

金沢市本町2-6−25番飛

261-4566

51 円光寺・山科振興会

えんこうじ・やましなしんこうかい

金沢市円光寺2-7-5ﾍｱｰｻﾛﾝタカギ

242-0216

52 泉ヶ丘商店街振興会

いずみがおかしょうてんがいしんこうかい

金沢市円光寺2-345

243-6001

53 一般財団法人石川県交通安全協会

いっぱんざいだんほうじんいしかわけんこうつうあんぜん
きょうかい

金沢市東蚊爪町２丁目１番地

076-238-0496

www.i-ankyo.jp

54 一般社団法人石川県繊維協会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんせんいきょうかい

金沢市鞍月２丁目２０番地

076-267-2171

http://www.ita.or.jp

金沢市示野町西８１番地

076-268-4900

http://www.ishi-sokuryo.or.jp

金沢市鞍月２丁目３番地

076-268-0121

http://www.tekkokiden.or.jp

金沢市西泉５丁目９３番地

076-241-7781

http://i-joukasou.jp/

55 一般社団法人石川県測量設計業協会
56 一般社団法人石川県鉄工機電協会
57 公益社団法人石川県浄化槽協会
58 公益社団法人石川県植物防疫協会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんそくりょうせっけい
ぎょうきょうかい
いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんてっこうきでんきょ
うかい
こうえきしゃだんほうじんいしかわけんじょうかそうきょう
かい
こうえきしゃだんほうじんいしかわけんしょくぶつぼうえき
きょうかい

有

金沢市田中町か２６番地１

076-239-1511

http://ishikawa-syokubou.p-kit.com/

59 公益財団法人金沢市スポーツ事業団

こうえきざいだんほうじんかなざわしすぽーつじぎょうだん

金沢市泉野出町３丁目８番１号

076-247-9018

http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/sports-yoyaku/

60 公益社団法人七尾青年会議所

こうえきしゃだんほうじんななおせいねんかいぎしょ

七尾市三島町７０番地１

0767-53-2822

http://www.nanaojc.com

金沢市幸町１２番１号

076-232-2255

http://www.machisen.jp/

金沢市本多町３丁目１番１０号（石川県社会福祉
会館内）

076-264-1717

http://w2222.nsk.ne.jp/ikuseikai/

61 公益財団法人いしかわまちづくり技術センター
62 公益社団法人石川県手をつなぐ育成会

こうえきざいだんほうじんいしかわまちづくりぎじゅつせん
たー
こうえきしゃだんほうじんいしかわけんてをつなぐいくせい
かい

63 公益財団法人金沢子ども科学財団

こうえきざだんほうじんかなざわこどもかがくざいだん

金沢市西町三番丁１６番地

076-221-2061

http://www.kanazawa-city.ed.jp/kodomokagaku/

64 公益財団法人輪島漆芸美術館

こうえきざいだんほうじんわじましつげいびじゅつかん

輪島市水守町四十苅１１番地

0768-22-9788

http://www.city.wajima.ishikawa.jp/art/index.html

65 公益財団法人ヤギメセナファンデーション

こうえきざいだんほうじんやぎめせなふぁんでーしょん

金沢市問屋町２丁目８０番地

076-237-1122

金沢市鞍月１丁目１番地

076-225-1371

白山市鶴来本町４丁目ヌ８５番地

076-272-1116

http://www.city-hakusan.com/

金沢市広坂１丁目２番１５号

076-220-2072

http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/ishikyokai/

輪島市門前町走出６の６９番地

0768-42-2200

http://www12.ocn.ne.jp/~view-sun/

66 公益財団法人いしかわ県民文化振興基金
67 一般財団法人白山市地域振興公社
68 公益財団法人石川県市町村振興協会
69 一般財団法人日本海むら開発公社

こうえきざいだんほうじんいしかわけんみんぶんかしんこう
ききん
いっぱんざいだんほうじんはくさんしちいきしんこうこう
しゃ
こうえきざいだんほうじんいしかわけんしちょうそんしんこ
うきょうかい
いっぱんざいだんほうじんにほんかいむらかいはつこうしや

70 公益社団法人石川県医師会
71 公益財団法人金沢芸術創造財団
72 公益財団法人金沢市福祉サービス公社
73 公益財団法人金沢国際交流財団
74 公益社団法人加賀青年会議所
75 公益社団法人石川勤労者医療協会
76 公益財団法人石川県成人病予防センター
77 公益財団法人三谷研究開発支援財団

こうえきしゃだんほうじんいしかわけんいしかい
こうえきざいだんほうじんかなざわげいじゅつそうぞうざい
だん
こうえきざいだんほうじんかなざわしふくしさーびすこう
しゃ
こうえきざいだんほうじんかなざわこくさいこうりゅうざい
だん
こうえきしゃだんほうじんかがせいねんかいぎしょ
こうえきしゃだんほうじんいしかわきんろうしゃいりょう
きょうかい
こうえきざいだんほうじんいしかわけんせいじんびょうよぼ
うせんたー
こうえきざいだんほうじんみたにけんきゅうかいはつしえん
ざいだん

金沢市鞍月東２丁目４８番地

076-239-3800

http://www.ishikawa.med.or.jp/

金沢市広坂１丁目９番１５号

076-223-9888

www.kanazawa-arts.or.jp

金沢市芳斉２丁目３番２８号

076-260-0071

金沢市本町１丁目５番３号

076-220-2522

加賀市大聖寺菅生ロ17番地3

0761-72-2010

http://www.kaga-jc.or.jp

金沢市京町２０番３号

076-252-0590

http://www.ishi-kinikyo.net/

金沢市鞍月東２丁目６番地

076-237-6262

www.kenshin-ishikawa.or.jp

金沢市昭和町１６番１号ヴィサージュ１７階有限
会社北都代行社内

076-233-2303

http://www.mitani-frd.jp

http://www.kana-fuku.jp
076-220-2527

http://www.kief.jp

78 一般財団法人金沢鉄道友愛会

いっぱんざいだんほうじんかなざわてつどうゆうあいかい

金沢市西念１丁目１７番２３号

076-221-1425

79 公益財団法人石川県音楽文化振興事業団

こうえきざいだんほうじんいしかわけんおんがくぶんかしん
こうじぎょうだん

金沢市昭和町２０番１号

076-232-8111

80 一般社団法人石川県郷友会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんごうゆうかい

金沢市広坂１丁目９番１５号

076-231-3414

81 一般社団法人石川県労働者福祉協議会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんろうどうしゃふくし
きょうぎかい

金沢市西念３丁目３番５号石川県勤労者福祉文化
会館

076-231-1737

http://www.ishikawa-rofukukyo.jp/

82 公益財団法人いしかわ女性基金

こうえきざいだんほうじんいしかわじょせいききん

金沢市三社町１番４４号

076-234-1112

http://ishikawa.jp/jyosei-kikin

83 一般社団法人石川県臨床衛生検査技師会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんりんしょうえいせい
けんさぎしかい

金沢市旭町１丁目１７番２号

076-210-3885

http://www.ishikawa-amt.or.jp

84 公益社団法人金沢市医師会

こうえきしゃだんほうじんかなざわしいしかい

金沢市大手町３番２１号

076-263-6721

http://www.kma.jp/

85 公益財団法人石川県アイバンク

こうえきざいだんほうじんいしかわけんあいばんく

金沢市宝町１３番１号（金沢大学医薬保健研究域
医学系視覚科学内）

076-265-2405

http://ganka.w3.kanazawa-u.ac.jp/eyebank/

86 一般財団法人地域振興研究所

いっぱんざいだんほうじんちいきしんこうけんきゅうしょ

白山市八束穂３丁目６番地

076-274-7260

http://homepage3.nifty.com/rirup/

87 公益財団法人宗桂会

こうえきざいだんほうじんそうけいかい

金沢市北陽台３丁目１番地（日機装株式会社金沢
製作所内）

076-257-4277

http://www.soukeikai.or.jp/

88 公益財団法人金沢文化振興財団

こうえきざいだんほうじんかなざわぶんかしんこうざいだん

金沢市広坂１丁目９番１５号

076-220-2190

http://www.kanazawa-museum.jp/

89 公益財団法人石川県緑化推進委員会

こうえきざいだんほうじんいしかわけんりょくかすいしんい
いんかい

金沢市古府１丁目１９７番地

076-240-7075

http://www.isikawagreen.or.jp

90 公益社団法人石川県畜産協会

こうえきしゃだんほうじんいしかわけんちくさんきょうかい

金沢市古府一丁目217番地

076-287-3635

http://ishikawa.lin.gr.jp

金沢市芳斉１丁目１５番１５号

076-222-4680

http://www.ishikawa-silver.com/

羽咋市千里浜町カ１番地２０

0767-22-2700

http://www.hakui-sjc.jp/

金沢市平和町１丁目３番１号

076-247-8930

http://boutsui-ishikawa.or.jp

白山市福留町５８６番地

076-277-1717

金沢市東蚊爪町１丁目２３番１

076-237-0121

金沢市本町１丁目５番３号

076-262-5931

金沢市平和町１丁目３番１号

076-259-6628

羽咋市西釜屋町井の１３８番地２

0767-22-2436

金沢市問屋町２丁目３番地

076-238-6400

http://www.kanazawa-city-ssk.or.jp
http://nanao-art-museum.jp

91 公益社団法人石川県シルバー人材センター連合会
92 公益社団法人羽咋市シルバー人材センター
93 公益財団法人石川県暴力追放運動推進センター
94 一般財団法人浅野太鼓文化研究所
95 公益財団法人石川県林業労働対策基金
96 公益財団法人石川県国際交流協会
97 公益社団法人石川県鍼灸マッサージ師会
98 一般社団法人羽咋郡市建設業協会
99 公益財団法人金沢市水道サービス公社

こうえきしゃだんほうじんいしかわけんしるばーじんざいせ
んたーれんごうかい
こうえきしゃだんほうじんはくいししるばーじんざいせん
たー
こうえきざいだんほうじんいしかわけんぼうりょくついほう
うんどうすいしんせんたー
いっぱんざいだんほうじんあさのたいこぶんかけんきゅう
しょ
こうえきざいだんほうじんいしかわけんりんぎょうろうどう
たいさくききん
こうえきざいだんほうじんいしかわけんこくさいこうりゅう
きょうかい
こうえきしゃだんほうじんいしかわけんしんきゅうまっさー
じしかい
いっぱんしゃだんほうじんはくいぐんしけんせつぎょうきょ
うかい
こうえきざいだんほうじんかなざわしすいどうさーびすこう
しゃ

http://www.ongakudo.jp

http://ishikawa-ringyokikin.jp/
076-263-5931

http://www.ifie.or.jp
http://ishikawa-shinkyu.or.jp/

100 公益財団法人七尾美術財団

こうえきざいだんほうじんななおびじゅつざいだん

七尾市小丸山台１丁目１番地

0767-53-1500

101 一般財団法人金沢葬儀社

いっぱんざいだんほうじんかなざわそうぎしゃ

金沢市野町１丁目１番１７号

076-243-1325

102 一般社団法人石川県歯科医師会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんしかいしかい

金沢市神宮寺３丁目２０番５号

076-251-1010

http://www.ida1926.or.jp/

河北郡津幡町字庄ロ７９番地１

076-288-4462

http://www.sjc.ne.jp/tsubata/index.htm

金沢市尾山町１０番５号

076-222-0877

金沢市湊２丁目１１８番地１５

076-238-7746

103 公益社団法人津幡町シルバー人材センター
104 公益社団法人石川県教育文化会議
105 公益社団法人石川県木材産業振興協会

こうえきしゃだんほうじんつばたまちしるばーじんざいせん
たー
こうえきしゃだんほうじんいしかわけんきょういくぶんかか
いぎ
こうえきしゃだんほうじんいしかわけんもくざいさんぎょう
しんこうきょうかい

http://www.kenmoku-ishikawa.jp

106 一般社団法人石川県主要農作物種子協会
107 公益社団法人石川県理学療法士会
108 一般社団法人石川県消防設備協会
109 公益社団法人野々市市シルバー人材センター

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんしゅようのうさくも
つしゅしきょうかい
こうえきしゃだんほうじんいしかわけんりがくりょうほうし
かい
いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんしょうぼうせつび
きょうかい
こうえきしゃだんほうじんののいちししるばーじんざいせん
たー

金沢市古府１丁目２２０番地

076-240-5331

http://www.is.zennoh.or.jp/agri/syushi/index.html

金沢市戸水１丁目２５番地

076-254-1431

http://www.ishikawa-pt.com/

金沢市西泉５丁目９３番地

076-242-2882

http://www.issk.or.jp

野々市市白山町８番１５号

076-294-8303

http://www.sjc.ne.jp/nonoichi/
http://www.ishikawa-midori.jp

110 公益財団法人いしかわ緑のまち基金

こうえきざいだんほうじんいしかわみどりのまちききん

金沢市鞍月１丁目１番地

076-225-1771

111 公益財団法人小松市施設管理公社

こうえきざいだんほうじんこまつししせつかんりこうしゃ

小松市末広町７２番地

0761-24-3073

112 公益財団法人成巽閣

こうえきざいだんほうじんせいそんかく

金沢市兼六町１番２号

076-221-0580

http://www.seisonkaku.com

113 一般財団法人こまつ看護学校

いっぱんざいだんほうじんこまつかんごがっこう

小松市向本折町ヘ１４番地１

0761-23-7223

http://www.incl.ne.jp/komatukangogakkou/

野々市市三納１丁目１番地

076-227-6200

http://nono1.jp

金沢市鞍月東２丁目１番地

076-238-5250

金沢市北安江３丁目２番２０号

076-234-7871

http://www.k-ksc.jp

金沢市八田町西１番地

076-258-5740

http://www.jouba.info/

河北郡内灘町字大学１丁目１番地

076-286-3511

http://zoki-ishoku-ishikawa.bizcom-web.com

鳳珠郡能登町字柳田梅部５５番地

0768-76-2680

http://www.sjc.ne.jp/notocho/

河北郡津幡町字竹橋西２７０番地

076-288-8670

http://kurikara.org/
http://www.kanazawanohgakukai.jp

114 公益財団法人野々市市情報文化振興財団
115 一般財団法人石川県立中央病院共済会
116 公益財団法人金沢勤労者福祉サービスセンター
117 公益社団法人石川県馬事振興協会
118 公益財団法人石川県臓器移植推進財団
119 公益社団法人能登町シルバー人材センター
120 一般財団法人津幡町公共施設等管理公社

こうえきざいだんほうじんののいちしじょうほうぶんかしん
こうざいだん
いっぱんざいだんほうじんいしかわけんりつちゅうおうびょ
ういんきょうさいかい
こうえきざいだんほうじんかなざわきんろうしゃふくしさー
びすせんたー
こうえきしゃだんほうじんいしかわけんばじしんこうきょう
かい
こうえきざいだんほうじんいしかわけんぞうきいしょくすい
しんざいだん
こうえきしゃだんほうじんのとちょうしるばーじんざいせん
たー
いっぱんざいだんほうじんつばたまちこうきょうしせつとう
かんりこうしゃ

121 公益社団法人金沢能楽会

こうえきしゃだんほうじんかなざわのうがくかい

金沢市石引４丁目１８番３号石川県立能楽堂内

076-255-0075

122 公益財団法人石川県生活衛生営業指導センター

こうえきざいだんほうじんいしかわけんせいかつえいせいえ
いぎょうしどうせんたー

金沢市平和町１丁目３番１号

076-259-6510

123 公益財団法人石川県文教会館

こうえきざいだんほうじんいしかわけんぶんきょうかいかん

金沢市尾山町１０番５号

076-262-7311

http://www.bunkyo.or.jp/

124 一般財団法人石川県市町村職員等ライフプラン協会

いっぱんざいだんほうじんいしかわけんしちょうそんしょく
いんとうらいふぷらんきょうかい

金沢市幸町１２番１号

076-263-9432

http://www.ishikawa-life.jp

125 公益社団法人石川県看護協会

こうえきしゃだんほうじんいしかわけんかんごきょうかい

金沢市兼六元町３番６９号

076-232-3573

http://www.nr-kr.or.jp/

126 一般財団法人済美会

いっぱんざいだんほうじんさいびかい

金沢市宝町１３番１号（金沢大学附属病院内）

076-261-0723

http://www.saibikai.jp/

金沢市新神田３丁目９番２８号

076-291-0408

輪島市河井町１５部１３番地１７

0768-23-8033

www.sjc.ne.jp/wajima/index.html

金沢市金石本町ロ５５番地

076-267-7744

http://www.zenigo.jp/

七尾市中島町中島上部９番地

0767-66-2323

http://www.engekido.com

金沢市広岡２丁目３番２６号

076-233-2122

http://jyuusei-ishikawa.jp/

127 公益社団法人石川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
128 公益社団法人輪島市シルバー人材センター
129 公益財団法人銭五顕彰会
130 公益財団法人演劇のまち振興事業団
131 公益社団法人石川県柔道整復師会

こうえきしゃだんほうじんいしかわけんこうきょうしょくた
くとうきとちかおくちょうさしきょうかい
こうえきしゃだんほうじんわじまししるばーじんざいせん
たー
こうえきざいだんほうじんぜにごけんしょうかい
こうえきざいだんほうじんえんげきのまちしんこうじぎょう
だん
こうえきしゃだんほうじんいしかわけんじゅうどうせいふく
しかい

132 一般社団法人石川県銀行協会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんぎんこうきょうかい

金沢市彦三町１丁目２番１号

076-261-0510

133 公益財団法人いしかわ農業総合支援機構

こうえきざいだんほうじんいしかわのうぎょうそうごうしえ
んきこう

金沢市鞍月２丁目２０番地

076-225-7621

http://www.inz.or.jp/

134 一般財団法人きんしん環境財団

いっぱんざいだんほうじんきんしんかんきょうざいだん

金沢市南町３番１号

076-231-7990

http://www.kinshinzaidan.or.jp

135 一般財団法人粟津温泉財産部

いっぱんざいだんほうじんあわづおんせんざいさんぶ

小松市粟津町イ７９番地１

0761-65-1120

金沢市鞍月２丁目２０番地

076-267-1001

金沢市入江３丁目１６０番地

076-291-8666

136 公益財団法人石川県産業創出支援機構
137 一般社団法人石川県自動車会議所

こうえきざいだんほうじんいしかわけんさんぎょうそうしゅ
つしえんきこう
いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんじどうしゃかいぎ
しょ

http://www.isico.or.jp

138 公益財団法人能美市ふるさと振興公社

こうえきざいだんほうじんのみしふるさとしんこうこうしゃ

能美市辰口町ヌ１０番地

0761-52-8008

http://www.nomi-furusato-kousya.jp

139 公益社団法人羽咋青年会議所

こうえきしゃだんほうじんはくいせいねんかいぎしょ

羽咋市旭町ア１３９

0767-22-1317

http://www.hakui-jc.com

金沢市平和町１丁目３番１号

076-272-8125

http://shokuren24.sakura.ne.jp/

金沢市広岡２丁目１３番２３号

076-232-2976

http://www2.ocn.ne.jp/~kanaroki/

140 公益社団法人石川県食品衛生協会
141 一般社団法人金沢労働基準協会

こうえきしゃだんほうじんいしかわけんしょくひんえいせい
きょうかい
いっぱんしゃだんほうじんかなざわろうどうきじゅんきょう
かい

142 公益財団法人石川県学校給食会
143 一般社団法人小松労働基準協会
144 一般社団法人石川県経営者協会
145 公益社団法人石川県診療放射線技師会
146 一般社団法人石川県織物振興協会
147 公益社団法人内灘町シルバー人材センター

こうえきざいだんほうじんいしかわけんがっこうきゅうしょ
くかい
いっぱんしゃだんほうじんこまつろうどうきじゅんきょうか
い
いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんけいえいしゃきょう
かい
こうえきしゃだんほうじんいしかわけんしんりょうほうしゃ
せんぎしかい
いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんおりものしんこう
きょうかい
こうえきしゃだんほうじんうちなだまちしるばーじんざいせ
んたー

金沢市鞍月１丁目１番地

076-225-1975

http://www.isigk.or.jp

小松市光町２５番地

0761-22-4232

http://www1.ocn.ne.jp/~komarou/

金沢市尾山町９番１３号

076-232-3030

http://ishikawakeikyo.or.jp

金沢市鳴和２丁目９番２５号

076-252-4381

http://www.ishikawa-art.or.jp/

金沢市鞍月２丁目２０番地

076-267-2173

河北郡内灘町字鶴ケ丘２丁目３１０番地

076-286-2992

http://www.uchinada-sjc.jp/

148 公益社団法人加賀市シルバー人材センター

こうえきしゃだんほうじんかがししるばーじんざいせんたー

加賀市大聖寺八間道６５番地

0761-73-2456

http://www.sjc.ne.jp/kaga/

149 公益社団法人石川県バス協会

こうえきしゃだんほうじんいしかわけんばすきょうかい

金沢市入江３丁目１６０番地

076-291-0197

http://www.ishikawabus.jp

150 公益社団法人金沢市シルバー人材センター

こうえきしゃだんほうじんかなざわししるばーじんざいせん
たー

金沢市二口町ニ24番地5

076-222-2411

http://www.sjc.ne.jp/kanazawa/

151 公益社団法人石川県太鼓連盟

こうえきしゃだんほうじんいしかわけんたいこれんめい

白山市福留町１４８番地

090-7083-6395

152 公益社団法人金沢青年会議所

こうえきしゃだんほうじんかなざわせいねんかいぎしょ

金沢市長町１丁目１番５８号

076-232-3027

www.kanazawa-jc.or.jp

七尾市小島町西部１番３

0767-52-4680

http://www.sjc.ne.jp/nanao/

金沢市鞍月二丁目１番地

076-266-0881

http://www.eco-partner.net

153 公益社団法人七尾市シルバー人材センター
154 公益社団法人いしかわ環境パートナーシップ県民会議
155 公益社団法人かほく市シルバー人材センター

こうえきしゃだんほうじんななおししるばーじんざいせん
たー
こうえきしゃだんほうじんいしかわかんきょうぱーとなー
しっぷけんみんかいぎ
こうえきしゃだんほうじんかほくししるばーじんざいせん
たー

かほく市高松ム68番地2

076-281-3655

http://webc.sjc.ne.jp/kahoku/inquiry_1

156 公益財団法人奥能登開発公社

こうえきざいだんほうじんおくのとかいはつこうしゃ

金沢市鞍月１丁目１番地

076-225-1336

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kuukou-k/okunoto.html

157 公益社団法人珠洲市シルバー人材センター

こうえきしゃだんほうじんすずししるばーじんざいせんたー

珠洲市飯田町５部９番地

0768-82-6886

http://www.sjc.ne.jp/suzu/index.html

七尾市本府中町ヲ部３８番地

0767-53-1161

http://nanaokouekikanri.or.jp/

白山市博労２丁目５０番地

076-275-7604

http://www.sjc.ne.jp/hakusan-sc/

158 公益財団法人七尾市公共施設管理公社
159 公益社団法人白山市シルバー人材センター

こうえきざいだんほうじんななおしこうきょうしせつかんり
こうしゃ
こうえきしゃだんほうじんはくさんししるばーじんざいせん
たー

160 一般社団法人石川県サッカー協会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんさっかーきょうかい

金沢市鞍月４丁目１０５番地ダイワロイヤル金沢
ビル３Ｆ

076-218-9000

http://www2.ocn.ne.jp/~ifa/

161 公益社団法人石川県栄養士会

こうえきしゃだんほうじんいしかわけんえいようしかい

金沢市平和町１丁目３番１号

076-259-5012

http://www.ishikawa-eiyoushi.com/

162 公益社団法人石川県作業療法士会

こうえきしゃだんほうじんいしかわけんさぎょうりょうほう
しかい

金沢市西泉３丁目２８番地１東和第３ビル２階２
０１号室

076-259-0678

http://www.ishikawa-ot.com/

163 公益財団法人石川県デザインセンター

こうえきざいだんほうじんいしかわけんでざいんせんたー

金沢市鞍月２丁目２０番地

076-267-0365

http://www.design-ishikawa.jp

164 公益社団法人宝達志水町シルバー人材センター

こうえきしゃだんほうじんほうだつしみずちょうしるばーじ
んざいせんたー

羽咋郡宝達志水町子浦そ１８番地１

0767-29-4850

165 公益社団法人石川県獣医師会

こうえきしゃだんほうじんいしかわけんじゅういしかい

金沢市才田町戊部３２４番地３

076-257-1400

http://www.ishikawa-vma.org/

金沢市彦三町１丁目１５番５号

076-233-2456

http://www2.spacelan.ne.jp/~kivs/

金沢市彦三町２丁目１番４５号

076-262-6261

ishikawa-ecf.com

金沢市大豆田本町甲５８番地

076-262-0851

166 公益社団法人金沢ボランティア大学校
167 一般財団法人石川県教育文化財団
168 公益財団法人澁谷学術文化スポーツ振興財団

こうえきしゃだんほうじんかなざわぼらんてぃあだいがっこ
う
いっぱんざいだんほうじんいしかわけんきょういくぶんかざ
いだん
こうえきざいだんほうじんしぶやがくじゅつぶんかすぽーつ
しんこうざいだん

169 公益財団法人九谷焼振興協会

こうえきざいだんほうじんくたにやきしんこうきょうかい

能美市泉台町南１３番地

0761-57-0125

170 公益社団法人石川県労働基準協会連合会

こうえきしゃだんほうじんいしかわけんろうどうきじゅん
きょうかいれんごうかい

金沢市鞍月２丁目２番

076-254-1265

http://www.ishikiren.or.jp

171 公益社団法人小松法人会

こうえきしゃだんほうじんこまつほうじんかい

小松市園町ニ１番地小松商工会議所内

0761-24-2624

http://www.incl.ne.jp/ihojinkai/komatsu/index.html

172 公益社団法人七尾法人会

こうえきしゃだんほうじんななおほうじんかい

七尾市三島町７０番地の１

0767-53-6629

http://nanao.ishikawa-kenhouren.or.jp

173 公益社団法人中能登町シルバー人材センター

こうえきしゃだんほうじんなかのとまちしるばーじんざいせ
んたー

鹿島郡中能登町井田参部６番地７

0767-76-8060

174 公益社団法人金沢法人会

こうえきしやだんほうじんかなざわほうじんかい

金沢市南町４番６０号金沢大同生命ビル８階

076-222-2907

www.kanazawa-houjinkai.or.jp

175 公益社団法人松任法人会

こうえきしゃだんほうじんまっとうほうじんかい

白山市西新町１５９番地２

076-274-3157

http://www.incl.ne.jp/ihojinkai/matto/index.html

小松市八幡イ１３番地１

0761-47-1214

http://www.sc-dynamic.com/

金沢市大手町３番２３号

076-222-0102

http://www.city.kanazawa.ishikawa.jp/eisei/plaza/index.html

176 公益財団法人北陸体力科学研究所
177 公益財団法人金沢総合健康センター

こうえきざいだんほうじんほくりくたいりょくかがくけん
きゅうしょ
こうえきざいだんほうじんかなざわそうごうけんこうせん
たー

178 公益財団法人大野からくり記念館

こうえきざいだんほうじんおおのからくりきねんかん

金沢市大野町４丁目甲２番２９

076-266-1311

http://www.ohno-karakuri.jp/

179 公益社団法人金沢職人大学校

こうえきしゃだんほうじんかなざわしょくにんだいがくこう

金沢市大和町１番１号

076-265-8311

http://www.k-syokudai.jp/

180 一般社団法人河北郡市医師会

いっぱんしゃだんほうじんかほくぐんしいしかい

かほく市高松テ３番地２

076-281-7270

http://www.ishikawa.med.or.jp/gunshi/kahoku/

181 一般社団法人能美市医師会

いっぱんしゃだんほうじんのみしいしかい

能美市寺井町ぬ４８番地

0761-58-1936

http://www.ishikawa.med.or.jp/gunshi/nomi/

182 公益社団法人金沢こころの電話

こうえきしゃだんほうじんかなざわこころのでんわ

金沢市本多町３丁目１番１０号

076-222-7531

183 公益財団法人七尾城址文化事業団

こうえきざいだんほうじんななおじょうしぶんかじぎょうだ
ん

七尾市古屋敷町タ部８番地の６

0767-53-6674

184 公益社団法人七尾市体育協会

こうえきしゃだんほうじんななおしたいいくきょうかい

七尾市小島町西部５番地

0767-54-0003

185 一般社団法人石川県情報通信基盤整備協会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんじょうほうつうしん
きばんせいびきょうかい

金沢市松島１丁目３２番地２

076-269-8832

186 公益社団法人能美市シルバー人材センター

こうえきしゃだんほうじんのみししるばーじんざいせんたー

能美市寺井町る６８番地１

0761-58-4060

http://www.sjc.ne.jp/nomi/

187 公益財団法人能登原子力センター

こうえきざいだんほうじんのとげんしりょくせんたー

羽咋郡志賀町安部屋亥の３４の１

0767-32-3511

http://www.noto-gen.or.jp

188 一般財団法人加賀市教育会館

いっぱんざいだんほうじんかがしきょういくかいかん

加賀市大聖寺本町イの１６番地

0761-72-0689

189 公益財団法人石川県下水道公社

こうえきざいだんほうじんいしかわけんげすいどうこうしゃ

金沢市下安原町東１３０１番地

076-240-6018

http://ishikawa-gesui.a.la9.jp/

190 一般社団法人金沢市歯科医師会

いっぱんしゃだんほうじんかなざわししかいしかい

金沢市神宮寺３丁目２０番５号

076-251-1611

http://kanazawa-dent.com/

191 一般社団法人加賀機電振興協会

いっぱんしゃだんほうじんかがきでんしんこうきょうかい

加賀市大聖寺菅生ロ１７番地３

0761-72-6633

http://kagakiden.net/

192 公益財団法人北國がん基金

こうえきざいだんほうじんほっこくがんききん

金沢市南町２番１号株式会社北國新聞社内

076-260-3401

http://www.hokkoku.co.jp/kikin/gan/

七尾市袖ケ江町ハ部４２番の２

0767-53-6636

金沢市尾山町９番１３号

076-224-8400

http://www.kanazawa-cb.com

金沢市泉が丘２丁目１４番７号

076-244-5152

http://ishi-kjk.com/

金沢市本多町３丁目１番１０号

076-224-1700

http://www.asunaroclub.jp/

金沢市広坂１丁目１番１号

076-220-2442

http://www.yokohama-bunka.jp

金沢市平和町１丁目３番１号

076-214-6650

金沢市古府１丁目１９７番地

076-269-4140

http://www3.ocn.ne.jp/~zawameki

金沢市神野町東１１５番地

076-249-7222

http://www.yobouigaku.jp/

金沢市新神田４丁目１０番１８号

076-291-7070

http://www.ishikawa-koshoku.jp/

金沢市鞍月１丁目１番地

076-225-0707

金沢市鞍月２丁目３番地

076-267-4741

http://www.isa.or.jp

鳳珠郡穴水町字内浦５字２８番地３

0768-52-3401

http://www1.cnh.ne.jp/anabun/

金沢市尾山町６番４０号

076-222-9122

http://www.ishi-shigaku.jp

小松市正蓮寺町セイ谷１０番地

0761-47-2855

金沢市鞍月１丁目１番地

076-225-0678

http://bohan-ishikawa.or.jp

193 一般財団法人七尾鹿島労働福祉会館
194 公益財団法人金沢コンベンションビューロー
195 一般社団法人石川県建築士事務所協会
196 公益財団法人石川県老人クラブ連合会
197 公益財団法人横浜記念金沢の文化創生財団
198 公益社団法人石川県脳卒中リハビリテーション協会
199 公益社団法人石川の森づくり推進協会
200 一般財団法人石川県予防医学協会
201 一般社団法人石川県公共嘱託登記司法書士協会
202 一般財団法人石川県警察職員互助会
203 一般社団法人石川県情報システム工業会
204 一般財団法人穴水町文化・スポーツ振興事業団
205 公益社団法人石川県私学振興会
206 公益社団法人小松市シルバー人材センター
207 公益社団法人石川県防犯協会連合会
208 公益社団法人石川県宅地建物取引業協会

いっぱんざいだんほうじんななおかしまろうどうふくしかい
かん
こうえきざいだんほうじんかなざわこんべんしょんびゅー
ろー
いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんけんちくしじむしょ
きょうかい
こうえきざいだんほうじんいしかわけんろうじんくらぶれん
ごうかい
こうえきざいだんほうじんよこはまきねんかなざわのぶんか
そうせいざいだん
こうえきしゃだんほうじんいしかわけんのうそっちゅうりは
びりてーしょんきょうかい
こうえきしゃだんほうじんいしかわのもりづくりすいしん
きょうかい
いっぱんざいだんほうじんいしかわけんよぼういがくきょう
かい
いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんこうきょうしょくた
くとうきしほうしょしきょうかい
いっぱんざいだんほうじんいしかわけんけいさつしょくいん
ごじょかい
いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんじょうほうしすてむ
こうぎょうかい
いっぱんざいだんほうじんあなみずまちぶんかすぽーつしん
こうじぎょうだん
こうえきしゃだんほうじんいしかわけんしがくしんこうかい
こうえきしゃだんほうじんこまつししるばーじんざいせん
たー
こうえきしゃだんほうじんいしかわけんぼうはんきょうかい
れんごうかい
こうえきしゃだんほうじんいしかわけんたくちたてものとり
ひきぎょうきょうかい

http://nanaotaikyou.web.fc2.com/

金沢市大豆田本町ロ４６番地８

076-291-2255

http://www.takken-ishikawa.or.jp

209 一般社団法人羽咋郡市医師会

いっぱんしゃだんほうじんはくいぐんしいしかい

羽咋市中央町キ６番地４

0767-22-6929

http://www.ishikawa.med.or.jp/gunshi/hakui/

210 公益社団法人小松青年会議所

こうえきしゃだんほうじんこまつせいねんかいぎしょ

小松市園町ニ１番地

0761-22-2743

http://www.komatsujc.jp/

金沢市北安江３丁目１番３８号石川県水産会館内

076-234-8819

羽咋郡志賀町富来領家町甲の１０番地

0767-42-2170

http://shika-sjc.jp/

金沢市南町４番６０号金沢大同生命ビル８階

076-222-2910

http://ishikawa-kenhouren.or.jp

211 一般財団法人石川県水産振興事業団
212 公益社団法人志賀町シルバー人材センター
213 一般社団法人石川県法人会連合会

いっぱんざいだんほうじんいしかわけんすいさんしんこうじ
ぎょうだん
こうえきしゃだんほうじんしかまちしるばーじんざいせん
たー
いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんほうじんかいれんご
うかい

214 公益財団法人藩老本多蔵品館

こうえきざいだんほうじんはんろうほんだぞうひんかん

金沢市出羽町３番１号

076-261-0500

215 一般社団法人石川県建設コンサルタント協会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんけんせつこんさるた
んときょうかい

金沢市寺町３丁目９番４１号

076-274-1001

216 公益社団法人輪島法人会

こうえきしゃだんほうじんわじまほうじんかい

輪島市河井町２０部１番地１

0768-22-7777

http://wajima.ishikawa-kenhouren.or.jp/

加賀市山中温泉下谷町ロ６番地

0761-78-0160

http://www.mugenan.com

217 公益財団法人前端文化振興財団無限庵
218 一般財団法人石川県漁村福祉事業団

こうえきざいだんほうじんまえはたぶんかしんこうざいだん
むげんあん
いっぱんざいだんほうじんいしかわけんぎょそんふくしじ
ぎょうだん

http://www.honda-museum.jp

金沢市北安江３丁目１番３８号石川県水産会館内

076-234-8818

219 公益財団法人石川近代文学館

こうえきざいだんほうじんいしかわきんだいぶんがくかん

金沢市広坂２丁目２番５号

076-262-5464

http://www.pref.ishikawa.jp/shiko-kinbun/

220 公益社団法人穴水町シルバー人材センター

こうえきしゃだんほうじんあなみずまちしるばーじんざいせ
んたー

鳳珠郡穴水町字川島サの２９番地

0768-52-4680

http://www.sjc.ne.jp/anamizu/

221 公益財団法人いしかわ結婚・子育て支援財団

こうえきざいだんほうじんいしかわこそだてしえんざいだん

金沢市鞍月東２丁目１番地

076-255-1543

http://www.i-oyacomi.net/

222 一般社団法人珠洲建設業協会

いっぱんしゃだんほうじんすずけんせつぎょうきょうかい

珠洲市飯田町一丁目１番地の９

0768-82-0604

223 公益財団法人橘勝会

こうえきざいだんほうじんきっしょうかい

河北郡内灘町字大学１丁目１番地

076-218-8310

http://kisshokai.org/

224 公益財団法人白山麓僻村塾

こうえきざいだんほうじんはくさんろくへきそんじゅく

白山市白峰６号１０１番地

076-273-0017

www.hekisonjuku.jp

225 公益社団法人石川県観光連盟

こうえきしゃだんほうじんいしかわけんかんこうれんめい

金沢市鞍月１丁目１番地石川県庁舎内

076-201-8110

http://www.hot-ishikawa.jp/

小松市上小松町丙６３番地１

0761-21-3322

226 一般社団法人小松能美建設業協会
227 一般財団法人石川県レクリエーション協会

いっぱんしゃだんほうじんこまつのみけんせつぎょうきょう
かい
いっぱんざいだんほうじんいしかわけんれくりえーしょん
きょうかい

金沢市西泉６丁目１８８番地

076-247-6909

228 一般財団法人石川県教育会館

いっぱんざいだんほうじんいしかわけんきょういくかいかん

金沢市香林坊１丁目２番４０号

076-222-1241

229 公益社団法人石川県調理師会

こうえきしゃだんほうじんいしかわけんちょうりしかい

金沢市平和町１丁目３番１号

076-236-2012

http://ishicho.jimdo.com/

230 一般社団法人小松市医師会

いっぱんしやだんほうじんこまつしいしかい

小松市本町２丁目１２番地

0761-22-2714

http://www.ishikawa.med.or.jp/gunshi/komatsu/

231 一般社団法人石川県縫製協会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんほうせいきょうかい

金沢市西都１丁目２２６番地

076-268-3223

http://www.housei.ishikawa.or.jp

金沢市広岡２丁目１２番６号

076-263-1111

金沢市古府１丁目２２０番地

076-240-5345

http://www.is.zennoh.or.jp/shikinkyokai/index.html

金沢市入江３丁目１６０番地

076-291-2001

http://www.jssnet.ne.jp/

232 一般財団法人北國銀行産業振興財団
233 公益社団法人石川県青果物価格安定資金協会
234 一般社団法人石川県自動車整備振興会
235 一般財団法人先端医学薬学研究センター

いっぱんざいだんほうじんほつこくぎんこうさんぎょうしん
こうざいだん
こうえきしゃだんほうじんいしかわけんせいかぶつかかくあ
んていしきんきょうかい
いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんじどうしゃせいびし
んこうかい
いっぱんざいだんほうじんせんたんいがくやくがくけんきゅ
うせんたー

http://ishirec.com/

羽咋市飯山町ヲ３２番地

0767-26-3311

http://www.mprcf.or.jp

236 公益財団法人エムエス環境財団

こうえきざいだんほうじんえむえすかんきょうざいだん

金沢市畝田西四丁目８７番地３

076-267-1265

http://www.emuesu.org/top.html

237 一般社団法人石川県建築組合連合会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんけんちくくみあいれ
んごうかい

金沢市北安江４丁目１５番１５号

076-262-4714

http://www15.ocn.ne.jp/~ishiken/

238 一般社団法人七尾市医師会

いっぱんしゃだんほうじんななおしいしかい

七尾市なぎの浦１５６番地

0767-52-2297

http://www.ishikawa.med.or.jp/gunshi/nanao/

金沢市平和町１丁目３番１号

076-226-7831

http://www.ishikawa-vsc.org/

金沢市幸町１２番１号

076-262-6543

http://ikjc.jp

076-268-3100

www.ishikawa-sports.or.jp/

239 公益社団法人石川被害者サポートセンター
240 一般財団法人石川県建築住宅センター

こうえきしゃだんほうじんいしかわひがいしゃさぽーとせん
たー
いっぱんざいだんほうじんいしかわけんけんちくじゅうたく
せんたー

241 公益財団法人石川県体育協会

こうえきざいだんほうじんいしかわけんたいいくきょうかい

金沢市稚日野町北２２２番地いしかわ総合スポー
ツセンター内

242 一般社団法人白山野々市建設業協会

いっぱんしゃだんほうじんはくさんののいちけんせつぎょう
きょうかい

白山市鶴来新町タ５０番地

076-272-1300

243 一般財団法人石川県遺族連合会

いっぱんざいだんほうじんいしかわけんいぞくれんごうかい

金沢市石引４丁目１８番１号

076-263-3821

244 公益社団法人小松市体育協会

こうえきしゃだんほうじんこまつしたいいくきょうかい

小松市末広町７２番地

0761-23-5961

245 一般社団法人加賀市医師会

いっぱんしゃだんほうじんかがしいしかい

加賀市作見町リ３６番地

0761-73-1450

http://www.ishikawa.med.or.jp/gunshi/kaga/

246 一般財団法人石川県芸術文化協会

いっぱんざいだんほうじんいしかわけんげいじゅつぶんか
きょうかい

金沢市南町２番１号

076-263-6080

http://www.geibunkyo.or.jp/

247 一般社団法人加賀建設業協会

いっぱんしゃだんほうじんかがけんせつぎょうきょうかい

加賀市大聖寺東町２丁目６番地

0761-72-1603

金沢市福増町北８４０番２

076-269-1110

輪島市河井町２部２８２番地１

0768-22-0707

248 一般社団法人石川県造園緑化建設協会
249 一般社団法人鳳輪建設業協会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんぞうえんりょくかけ
んせつきょうかい
いっぱんしゃだんほうじんほうりんけんせつぎょうきょうか
い

http://ishizokyo.net/

250 一般社団法人石川県洋菓子協会
251 一般社団法人石川県舗装業協会
252 一般財団法人小松市教育労働会館
253 公益財団法人石川県消防協会
254 一般社団法人金沢建設業協会
255 公益財団法人白米千枚田景勝保存協議会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんようがしきょうかい
いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんほそうぎょうきょう
かい
いっぱんざいだんほうじんこまつしきょういくろうどうかい
かん
こうえきざいだんほうじんいしかわけんしょうぼうきょうか
い
いっぱんしゃだんほうじんかなざわけんせつぎょうきょうか
い
こうえきざいだんほうじんしろよねせんまいだけいしょうほ
ぞんきょうぎかい

金沢市東力町ニ１７３番地

076-291-5012

金沢市弥生２丁目１番２３号

076-244-1851

小松市本町４丁目５１番地

0761-22-2735

金沢市鞍月１丁目１番地

076-267-2383

金沢市弥生２丁目１番２３号

076-244-1848

輪島市二ツ屋町２字２９番地

0768-23-1146

http://www.ishihokyo.or.jp

http://www.kanakenkyo.or.jp/

256 公益財団法人木場潟公園協会

こうえきざいだんほうじんきばがたこうえんきょうかい

小松市三谷町ら之部５８番地

0761-43-3106

http://park18.wakwak.com/~kibagata/

257 公益財団法人石川県埋蔵文化財センター

こうえきざいだんほうじんいしかわけんまいぞうぶんかざい
せんたー

金沢市中戸町１８番地１

076-229-4477

http://www.ishikawa-maibun.or.jp/

258 一般財団法人石川自由民主会館

いっぱんざいだんほうじんいしかわじゆうみんしゅかいかん

金沢市鞍月５丁目２５５番地

076-237-0911

金沢市三社町１番４４号

076-264-0503

http://www.spacelan.ne.jp/~kenboren
http://www.iizcj.or.jp/

259 公益財団法人石川県母子寡婦福祉連合会
260 一般社団法人石川県医療在宅ケア事業団

こうえきざいだんほうじんいしかわけんぼしかふふくしれん
ごうかい
いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんいりょうざいたくけ
あじぎょうだん

金沢市鞍月東２丁目４８番地

076-239-4177

261 一般社団法人河北潟営農公社

いっぱんしゃだんほうじんかほくがたえいのうこうしゃ

河北郡津幡町字湖東２０６番地

076-288-4340

262 一般社団法人石川県建築士会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんけんちくしかい

金沢市弥生２丁目１番２３号

076-244-2241

http://www2.odn.ne.jp/~aaw76880/

263 一般社団法人石川県建設業協会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんけんせつぎょうきょ
うかい

金沢市弥生２丁目１番２３号

076-242-1161

http://www.ishikenkyo.or.jp

264 一般財団法人白山市労働会館

いっぱんざいだんほうじんはくさんしろうどうかいかん

白山市殿町４６番地

076-275-3178

265 一般社団法人石川県木造住宅協会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんもくぞうじゅうたく
きょうかい

金沢市松島２丁目１０９番地

076-240-4081

266 一般財団法人大和文化財団

いっぱんざいだんほうじんだいわぶんかざいだん

金沢市香林坊１丁目１番１号

076-220-1106

金沢市額谷１丁目４０番地１

076-298-2611

267 一般財団法人日本砂防文化振興協会
268 一般財団法人石川ライオンズ奉仕財団

いっぱんざいだんほうじんにほんさぼうぶんかしんこうきょ
うかい
いっぱんざいだんほうじんいしかわらいおんずほうしざいだ
ん

金沢市大手町７番２３号

076-234-5830

269 一般財団法人石川県女性センター

いっぱんざいだんほうじんいしかわけんじょせいせんたー

金沢市三社町１番４４号

076-263-0115

270 一般社団法人白山ののいち医師会

いっぱんしゃだんほうじんはくさんののいちいしかい

白山市倉光７丁目１２２番地

076-275-0795

金沢市幸町１１番３号

076-232-2638

珠洲市蛸島町１部１番地

0768-82-4322

271 一般財団法人石川自治労働文化会館
272 一般財団法人鉢ヶ崎リゾート振興協会

いっぱんざいだんほうじんいしかわじちろうどうぶんかかい
かん
いっぱんざいだんほうじんはちがさきりぞーとしんこうきょ
うかい

http://www.jiwood.or.jp

http://jcsps.org

http://www.ishikawa.med.or.jp/gunshi/h-n_wp/

273 公益社団法人石川県鍼灸師会

こうえきしゃだんほうじんいしかわけんしんきゅうしかい

金沢市東力町二177SIビル203号

076-259-0750

http://ishikawa.harikyu.or.jp/

274 公益社団法人石川県医薬品登録販売者協会

こうえきしゃだんほうじんいしかわけんいやくひんとうろく
はんばいしゃきょうかい

金沢市有松２丁目１番２４号ヤマテツビル３階

076-287-0169

http://www.ishitokyo.jp/

275 一般財団法人北國総合研究所

いっぱんざいだんほうじんほっこくそうごうけんきゅうしょ

金沢市南町２番１号

076-263-2266

http://www.hokkoku-souken.jp/

276 公益社団法人石川県薬剤師会

こうえきしゃだんほうじんいしかわけんやくざいしかい

金沢市広岡町イ２５番地１０

076-231-6634

http://www.ishikawakenyaku.com/

277 一般社団法人石川県トラック協会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんとらっくきょうかい

金沢市粟崎町４丁目８４番地１０

076-239-2511

http://www.ishitokyo.or.jp/

278 公益財団法人石川県林業公社

こうえきざいだんほうじんいしかわけんりんぎようこうしや

金沢市幸町１２番１号

076-256-5111

http://www.ishi-rin.or.jp/

279 一般社団法人石川県猟友会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんりょうゆうかい

金沢市北安江３丁目１番３８号

076-264-4215

七尾市なぎの浦１４７番地

0767-53-2173

金沢市香林坊１丁目２番４０号

076-232-1305

金沢市堀川町２３番２３号

076-233-2366

金沢市示野町西７番地

076-267-3244

http://www.ishikawa-geo.or.jp/index.html

金沢市彦三町２丁目５番２７号

076-232-0304

http://www.ishikawa-rea.jp/

金沢市香林坊２丁目４番３０号

076-223-9558

280 一般社団法人七尾鹿島建設業協会
281 一般財団法人金沢市教職員厚生協会
282 一般財団法人アイ・社会文化推進事業団
283 一般社団法人石川県地質調査業協会
284 公益社団法人石川県不動産鑑定士協会
285 公益財団法人石川県県民ボランティアセンター

いっぱんしゃだんほうじんななおかしまけんせつぎょうきょ
うかい
いっぱんざいだんほうじんかなざわしきょうしょくいんこう
せいきょうかい
いっぱんざいだんほうじんあいしゃかいぶんかすいしんじ
ぎょうだん
いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんちしつちょうさぎょ
うきょうかい
こうえきしゃだんほうじんいしかわけんふどうさんかんてい
しきょうかい
こうえきざいだんほうじんいしかわけんけんみんぼらんてぃ
あせんたー

http://koseikyokai.com/

076-223-9559

http://www.ishikawa-npo.jp/index2.html

286 一般社団法人石川県左官業組合連合会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんさかんぎょうくみあ
いれんごうかい

金沢市長土塀１丁目６番１号

076-221-7844

287 公益財団法人新家育英会

こうえきざいだんほうじんあらやいくえいかい

加賀市熊坂町イ１９７番地

0761-72-1234

288 一般財団法人石川県青少年育成基金

いっぱんざいだんほうじんいしかわけんせいしょうねんいく
せいききん

金沢市常盤町２１２番地１

076-252-7178

289 一般社団法人金沢市薬剤師会

いっぱんしゃだんほうじんかなざわしやくざいしかい

金沢市石引４丁目１番１３号

076-262-4489

290 一般財団法人羽咋労働福祉会館

いっぱんざいだんほうじんはくいろうどうふくしかいかん

羽咋市中央町サ５番地

0767-22-4321

金沢市里見町４４番地１

076-255-7782

金沢市尾山町９番１３号

076-263-1151

金沢市東蚊爪町１丁目２３番１

076-239-4633

小松市糸町３番地１号

0761-22-3742

291 一般財団法人金沢基督教青年会
292 一般財団法人石川県文化・産業振興基金
293 一般社団法人石川県特用林産振興会
294 一般財団法人石川県繊維検査協会

いっぱんざいだんほうじんかなざわきりすときょうせいねん
かい
いっぱんざいだんほうじんいしかわけんぶんかさんぎょうし
んこうききん
いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんとくようりんさんし
んこうかい
いっぱんざいだんほうじんいしかわけんせんいけんさきょう
かい

http://www.kanazawa-yakuzaishi.com/

295 公益財団法人金沢まちづくり財団

こうえきざいだんほうじんかなざわまちづくりざいだん

金沢市此花町３番２号

076-220-2581

http://www.kanazawa-machidukuri.jp/

296 一般社団法人石川県相撲連盟

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんすもうれんめい

金沢市南町２番１号

076-260-3581

http://www.sumo-ishikawa.or.jp/

297 公益財団法人山中漆器産業技術センター

こうえきざいだんほうじんやまなかしっきさんぎょうぎじゅ
つせんたー

加賀市山中温泉塚谷町イ２７０番地

0761-78-1696

http://yamanaka696.org/

298 一般財団法人藤本修養自知会

いっぱんざいだんほうじんふじもとしゅうようじちかい

白山市村井新町２３番地

076-275-6452

299 一般社団法人加賀友禅文化協会

いっぱんしゃだんほうじんかがゆうぜんぶんかきょうかい

金沢市小将町８番８号

076-224-5522

300 一般財団法人輪島市労働会館

いっぱんざいだんほうじんわじましろうどうかいかん

輪島市河井町２３部１番地１５０

0768-22-1907

301 一般財団法人貴船会

いっぱんざいだんほうじんきふねかい

金沢市有松１丁目４番８号

076-241-0326

302 一般社団法人珠洲青年会議所

いっぱんしゃだんほうじんすずせいねんかいぎしょ

珠洲市飯田町一丁目１番地９

0768-82-0658

http://www.suzu-jc.org/

303 公益財団法人能登半島地震復興基金

こうえきざいだんほうじんのとはんとうじしんふっこうきき
ん

金沢市鞍月１丁目１番地

076-225-1323

noto-fukkoukikin.jp

304 一般社団法人石川県歯科技工士会

いっぱんしゃだんほうじんいしかわけんしかぎこうしかい

金沢市西念１丁目１５番７号

076-223-0029

305 一般財団法人石川県美術文化協会

いっぱんざいだんほうじんいしかわけんびじゅつぶんかきょ
うかい

金沢市南町２番１号

076-260-3581

306 一般財団法人真和園

いっぱんざいだんほうじんしんわえん

鳳珠郡穴水町字乙ケ崎申６６番地

0768-52-0210

307 一般財団法人西田家庭園保存会

いっぱんざいだんほうじんにしだけていえんほぞんかい

金沢市小将町８番３号

076-221-0181

308 一般財団法人石川県留学生協会

いっぱんざいだんほうじんいしかわけんりゅうがくせいきょ
うかい

金沢市太陽が丘１丁目１番地

076-229-6007

309 公益財団法人喜・榮・音與支援財団

こうえきざいだんほうじんきえいおとよしえんざいだん

金沢市寺町２丁目１１番３５号

076-242-5058

310 公益社団法人大学コンソーシアム石川

こうえきしゃだんほうじんだいがくこんそーしあむいしかわ

金沢市広坂２丁目１番１号

076-223-1633

311 公益社団法人石川県言語聴覚士会

こうえきしゃだんほうじんいしかわけんげんごちょうかくし
かい

小松市八幡イ12番地7

0761-47-1212

312 公益財団法人平昭七記念財団

こうえきざいだんほうじんたいらしょうしちきねんざいだん

羽咋市上白瀬町ヌ１１番地

0767-26-2158

313 一般財団法人真柄教育振興財団

いっぱんざいだんほうじんまがらきょういくしんこうざいだ
ん

金沢市本町１丁目３番１５号

076-223-9565

http://www.geocities.jp/gyokusen_en/top.html

076-223-1644

http://www.ucon-i.jp/
https://st-ishikawa.com

