
令和5年1月1日現在

No. 法人種別 法人名 所在地 市町村ｺｰﾄﾞ 備考

1 公益社団法人 宮崎県不動産鑑定士協会 宮崎市旭一丁目7番12号ｴｽﾎﾟﾜｰﾙ宮崎県庁通り203号 201

2 公益社団法人 宮崎県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 宮崎市旭二丁目2番2号 201

3 公益社団法人 宮崎市郡医師会 宮崎市大字有田1173番地 201

4 公益社団法人 宮崎県看護協会 宮崎市学園木花台西二丁目4番6号 201

5 公益社団法人 宮崎県果実協会 宮崎市霧島一丁目1番地1 JAﾋﾞﾙ5階 201

6 公益社団法人 宮崎県栄養士会 宮崎市霧島町一丁目1番地2 201

7 公益社団法人 宮崎県老人保健施設協会 宮崎市小松1158番地 201

8 公益社団法人 宮崎県医薬品登録販売者協会 宮崎市大字島之内7073番地 水仙荘106号 201

9 公益社団法人 宮崎県バイオテクノロジー種苗増殖センター 宮崎市佐土原町下那珂11930番地 201

10 公益社団法人 宮崎県柔道整復師会 宮崎市神宮東三丁目9番37号 201

11 公益社団法人 宮崎県青少年育成県民会議 宮崎市橘通東二丁目10番1号 201

12 公益社団法人 宮崎労働基準協会 宮崎市祗園3丁目1番地 矢野産業祇園ﾋﾞﾙ 201

13 公益社団法人 宮崎市観光協会 宮崎市錦町1番10号 宮崎ｸﾞﾘｰﾝｽﾌｨｱ壱番館3階 201

14 公益社団法人 宮崎県食品衛生協会 宮崎市別府町3番1号 宮崎日赤会館 201

15 公益社団法人 宮崎県緑化推進機構 宮崎市宮田町10番28号 201

16 公益社団法人 宮崎県物産貿易振興センター 宮崎市宮田町1番6号 201

17 公益社団法人 宮崎市シルバー人材センター 宮崎市祇園2丁目135 201

18 公益社団法人 宮崎県畜産協会 宮崎市広島1丁目13番10号 畜産会館内 201

19 公益社団法人 みやざき被害者支援センター 宮崎市広島1丁目13番10号 宮崎県畜産会館2階 201

20 公益社団法人 宮崎法人会　 宮崎市広島1丁目18番7号 大同生命宮崎ﾋﾞﾙ内 201

21 公益社団法人 宮崎県農業振興公社 宮崎市恒久1丁目7番地14 201

22 公益社団法人 宮崎県漁村活性化推進機構 宮崎市港二丁目6番地 201

23 公益社団法人 宮崎県シルバー人材センター連合会 宮崎市祇園2丁目95番地 201

24 公益社団法人 宮崎県森林林業協会 宮崎市別府町3番1号 宮崎日赤会館2階 201

25 公益社団法人 宮崎県林業労働機械化センター 宮崎市別府町3番1号 宮崎日赤会館3階 201

26 公益社団法人 宮崎県医師会 宮崎市和知川原1丁目101番地 201

27 公益社団法人 生賴範義記念みやざき文化推進協会 宮崎市鶴島2丁目9番6号 201

28 公益社団法人 都城法人会 都城市姫城町4街区1号商工会館2階 202

29 公益社団法人 都城市シルバー人材センター 都城市下長飯町1916番地1 202

30 公益社団法人 宮崎県北法人会 延岡市中央通三丁目5番地1 延岡商工会館3階 203

31 公益社団法人 延岡市シルバー人材センター 延岡市西階町1丁目2408番地1 203

32 公益社団法人 日南串間法人会 日南市上平野町1丁目8番地2 日南中央ﾋﾞﾙ103 204

33 公益社団法人 日南市シルバー人材センター 日南市大字平山2322番地 204

34 公益社団法人 小林法人会 小林市細野1897番地 205

35 公益社団法人 小林市シルバー人材センター 小林市細野2239番地1 205

36 公益社団法人 日向市シルバー人材センター 日向市大字財光寺847番地1 206

37 公益社団法人 西都市シルバー人材センター 西都市大字妻1621番地 208

38 公益社団法人 えびの市シルバー人材センター えびの市大字原田1370番地66 209

39 公益社団法人 三股町シルバー人材センター 北諸県郡三股町大字樺山3890番地5 341

40 公益社団法人 国富町シルバー人材センター 東諸県郡国富町大字本庄4832番地3 382

41 公益社団法人 綾町シルバー人材センター 東諸県郡綾町大字南俣520番地 383

42 公益社団法人 高鍋西都法人会 児湯郡高鍋町大字上江8335番地2 高鍋商工会館2階 401

43 公益社団法人 新富町シルバー人材センター 児湯郡新富町大字上富田7491番地 402

44 公益社団法人 尾鈴農業公社 児湯郡川南町大字川南20222番地1 405

45 公益社団法人 川南町シルバー人材センター 児湯郡川南町大字川南13675番地115 405

公益社団・財団法人（特例民法法人を含む）

対象法人数　（　９０　）
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46 公益財団法人 電通宮崎・育英会 宮崎県広島一丁目5番3号 201

47 公益財団法人 宮崎県スポーツ施設協会 宮崎市大字熊野2206番地1 201

48 公益財団法人 壽崎育英財団 宮崎市大塚町宮田2928番地1 201

49 公益財団法人 宮崎県青果物資金協会 宮崎市霧島一丁目1番地1 JAﾋﾞﾙ5階 201

50 公益財団法人 宮崎県健康づくり協会 宮崎市霧島一丁目1番地2 201

51 公益財団法人 宮崎県産業振興機構 宮崎市佐土原町東上那珂字長谷水16500番地2 201

52 公益財団法人 宮崎県私学振興会 宮崎市瀬頭二丁目5番2号 ｽｶｲﾗｲﾄ301 201

53 公益財団法人 宮崎県市町村振興協会 宮崎市宮田町1番8号 宮崎県自治会館2階 201

54 公益財団法人 宮崎県奨学会 宮崎市橘通東一丁目9番10号 宮崎県教育庁内 201

55 公益財団法人 宮崎県移植推進財団 宮崎市橘通東二丁目10番1号 201

56 公益財団法人 宮崎県消防協会 宮崎市橘通東2丁目7番18号 大淀開発ビル3階 201

57 公益財団法人 宮崎県観光協会 宮崎市錦町1番10号 宮崎ｸﾞﾘｰﾝｽﾌｨｱ壱番館3階 201

58 公益財団法人 宮崎県生活衛生営業指導センター 宮崎市別府町3番1号 宮崎日赤会館 201

59 公益財団法人 宮崎霊園事業団 宮崎市別府町3番9号 201

60 公益財団法人 宮崎身体障害者福祉協会 宮崎市宮崎駅東三丁目6番地7 201

61 公益財団法人 宮崎県アイバンク協会 宮崎市和知川原一丁目101番地 201

62 公益財団法人 宮崎県建設技術推進機構 宮崎市旭1丁目2番2号 201

63 公益財団法人 宮崎県防犯協会連合会 宮崎市旭1丁目8番28号 201

64 公益財団法人 宮崎市スポーツ協会 宮崎市宮崎駅東1丁目2番7号(宮崎市総合体育館内) 201
宮崎市体育協会
から名称変更

65 公益財団法人 宮崎県国際交流協会 宮崎市橘通東4丁目8番1号 201

66 公益財団法人 宮崎文化振興協会 宮崎市宮崎駅東1丁目2番地2 201

67 公益財団法人 宮崎県芸術文化協会 宮崎市宮田町3番46号 201

68 公益財団法人 宮崎県暴力追放センター 宮崎市宮田町13番16号 201

69 公益財団法人 福田育英会 宮崎市月見ｹ丘5丁目2番1号 宮崎県立宮崎南高等学校内 201

70 公益財団法人 宮崎県老人クラブ連合会 宮崎市原町2-22 宮崎県福祉総合センター内 201

71 公益財団法人 宮崎県視覚障害者福祉協会 宮崎市江平西2丁目1番20号 201

72 公益財団法人 宮崎県立芸術劇場 宮崎市船塚3丁目210番地 201

73 公益財団法人 宮崎県スポーツ協会 宮崎市大字熊野字島山1443番地12 201

74 公益財団法人 宮崎県環境科学協会 宮崎市大字田吉字ﾂﾞﾝﾌﾞﾘ6258番地20 201

75 公益財団法人 宮崎県学校給食会 宮崎市大字島之内7562番地 201

76 公益財団法人 中水国際育英財団 宮崎市花ケ島町新地橋1145番地21 201

77 公益財団法人 交通無事故を祈る河合財団 都城市宮丸町4街区3号 202

78 公益財団法人 都城地区ロータリークラブ教育振興基金 都城市上町8街区9号 202

79 公益財団法人 都城育英会 都城市姫城町6街区21号 202

80 公益財団法人 都城市文化振興財団 都城市北原町1106番地100 202

81 公益財団法人 旭化成ひむか文化財団 延岡市旭町二丁目1番地3 旭化成延岡支社内 203

82 公益財団法人 宮崎県機械技術振興協会 延岡市大武町39番地82 203

83 公益財団法人 デイリー健康福祉事業団 延岡市大貫町二丁目1302番地 203

84 公益財団法人 延岡市育英会 延岡市東本小路2番地1 203

85 公益財団法人 のべおか文化事業団 延岡市東浜砂町611番地2 203

86 公益財団法人 南那珂育英会 日南市中央通一丁目9番地7 204

87 公益財団法人 服部植物研究所 日南市飫肥6丁目1番26号 204

88 公益財団法人 日向文化振興事業団 日向市中町1番31号 206

89 公益財団法人 石井十次顕彰会 児湯郡高鍋町大字上江8113番地 401

90 公益財団法人 門川ふるさと文化財団 東臼杵郡門川町南町六丁目1番地 421


