一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

8000020018015

日高中部広域連合

北海道日高郡新ひだか町静内緑町４丁目５番１号

8000020018023

北海道市町村総合事務組合

北海道札幌市中央区北四条西６丁目北海道自治会館６階北海道町村会内

8000020018031

南空知葬斎組合

北海道夕張郡由仁町新光２００番地

7000020018040

桂沢水道企業団

北海道三笠市西桂沢４０８番地

6000020018058

北海道市町村備荒資金組合

北海道札幌市中央区北四条西６丁目自治会館５Ｆ

6000020018074

北海道市町村職員退職手当組合

北海道札幌市中央区北四条西６丁目２番地

1000020018104

北後志衛生施設組合

北海道余市郡余市町栄町１５０番地

9000020018121

空知中部広域連合

北海道空知郡奈井江町字奈井江１０番地２８

8000020018139

根室北部廃棄物処理広域連合

北海道野付郡別海町別海１３番地の５

8000020018155

後志広域連合

北海道虻田郡倶知安町北一条東２丁目後志合同庁舎車庫棟２階

8000020018163

とかち広域消防事務組合

北海道帯広市西六条南６丁目３番地１

6000020018198

名寄地区衛生施設事務組合

北海道名寄市字大橋１４０番地１

1000020018236

富良野広域連合

北海道富良野市栄町１８番２０号富良野消防署内

1000020018244

釧路・根室広域地方税滞納整理機構

北海道釧路市浦見２丁目２番５４号釧路総合振興局庁舎内

8000020018279

大雪浄化組合

北海道上川郡比布町基線１４号

8000020018295

日高東部衛生組合

北海道浦河郡浦河町築地１丁目３番１号

3000020018325

大雪地区広域連合

北海道上川郡東川町東町１丁目１６番１号

3000020018333

上川広域滞納整理機構

北海道旭川市永山六条１９丁目
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一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

2000020018350

十勝環境複合事務組合

北海道帯広市西五条南７丁目１番地

1000020018384

北空知衛生センター組合

北海道深川市一已町字一已１８６３番地

4000020018431

札幌広域圏組合

北海道札幌市中央区北一条西２丁目札幌市役所５階

3000020018457

長幌上水道企業団

北海道夕張郡長沼町錦町北１丁目１３番１号

3000020018473

山越郡衛生処理組合

北海道山越郡長万部町字長万部４５３番地１長万部町役場内

3000020018481

北しりべし廃棄物処理広域連合

北海道小樽市桃内２丁目１１１番地２

2000020018490

南空知公衆衛生組合

北海道夕張郡長沼町東５線北８番地

7000020018511

北空知学校給食組合

北海道雨竜郡沼田町南一条４丁目６番３６号

5000020018554

南部後志環境衛生組合

北海道寿都郡黒松内町字黒松内３０２番地１

5000020018562

奈井江、浦臼町学校給食組合

北海道空知郡奈井江町字チャシュナイ１００９番地１３

3000020018597

岩内地方衛生組合

北海道岩内郡岩内町字野束２２番地１０

8000020018601

北部桧山衛生センター組合

北海道久遠郡せたな町北檜山区共和１２０番地５

7000020018619

羽幌町外２町村衛生施設組合

北海道苫前郡羽幌町字築別８１５番地

7000020018635

空知教育センター組合

北海道滝川市文京町４丁目１－１

7000020018643

北海道町村議会議員公務災害補償等組合

北海道札幌市中央区北四条西６丁目２番地北海道自治会館

7000020018651

羊蹄山麓環境衛生組合

北海道虻田郡倶知安町字比羅夫２６６番地３

5000020018678

北海道後期高齢者医療広域連合

北海道札幌市中央区南二条西１４丁目

5000020018686

南渡島衛生施設組合

北海道亀田郡七飯町字中島３８８番地１
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備考
平成30年3月31日 閉鎖

令和1年7月31日 閉鎖

令和2年3月31日 閉鎖
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令和2年9月30日 閉鎖

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

5000020018694

砂川地区保健衛生組合

北海道砂川市西八条北２２丁目１２７番地６

9000020018708

西十勝消防組合

北海道上川郡清水町南一条４丁目１０番地

9000020018716

苫小牧港管理組合

北海道苫小牧市入船町３丁目４番２１号

9000020018732

斜里郡３町終末処理事業組合

北海道斜里郡斜里町字大栄１４４番地

7000020018759

西天北五町衛生施設組合

北海道天塩郡幌延町字幌延８８４番地

7000020018767

日高地区交通災害共済組合

北海道浦河郡浦河町栄丘東通５６号

7000020018775

南十勝複合事務組合

北海道広尾郡広尾町字紋別７６０番地の３

7000020018791

安平・厚真行政事務組合

北海道勇払郡安平町早来北進２１８番地７

1000020018830

中空知衛生施設組合

北海道滝川市東滝川７６０番地１

9000020018856

十勝圏複合事務組合

北海道帯広市西二十四条北４丁目１番地５

8000020018881

北十勝消防事務組合

北海道河東郡音更町木野西通１６丁目１番地

7000020018899

南部桧山衛生処理組合

北海道檜山郡江差町字田沢町６８１番地

4000020018902

中・北空知廃棄物処理広域連合

北海道歌志内市字東光３０番地１７

3000020018911

北空知衛生施設組合

北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛５２００番地妹背牛町役場住民課住民グループ内

2000020018929

南宗谷衛生施設組合

北海道枝幸郡浜頓別町智福２丁目１３

2000020018937

函館圏公立大学広域連合

北海道函館市東雲町４番１３号

2000020018945

西胆振行政事務組合

北海道伊達市松ヶ枝町１３番地１

2000020018953

根室北部衛生組合

北海道標津郡標津町北二条西１丁目１番３号
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平成28年3月31日 閉鎖

平成31年3月31日 閉鎖

平成28年3月31日 閉鎖

一部事務組合
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法人番号
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所在地

備考

2000020018961

江差町・上ノ国町学校給食組合

北海道檜山郡江差町字南浜町４１１番地

1000020018970

渡島・檜山地方税滞納整理機構

北海道函館市美原４丁目６番１６号渡島合同庁舎内

9000020018996

東十勝消防事務組合

北海道中川郡幕別町錦町９０番地

1000020019003

川上郡衛生処理組合

北海道川上郡標茶町字熊牛原野１８線西９番地

1000020019011

石狩北部地区消防事務組合

北海道石狩市花川北一条１丁目２番地３

9000020019020

渡島西部広域事務組合

北海道松前郡福島町字三岳４５番地の１

8000020019046

中空知広域市町村圏組合

北海道滝川市大町１丁目２番１５号滝川市役所内

7000020019071

池北三町行政事務組合

北海道足寄郡足寄町北一条４丁目５２番地

平成31年3月31日 閉鎖

6000020019089

南十勝消防事務組合

北海道広尾郡広尾町並木通東４丁目４番地

平成28年3月31日 閉鎖

6000020019097

西空知広域水道企業団

北海道樺戸郡新十津川町字大和２３２番地２０

2000020019101

日高東部消防組合

北海道浦河郡浦河町築地１丁目２番９号

1000020019135

日高中部消防組合

北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町２丁目１番１号

1000020019143

胆振東部消防組合

北海道勇払郡厚真町錦町４７番地の２

9000020019160

日高中部衛生施設組合

北海道日高郡新ひだか町静内御幸町３丁目２番５０号

8000020019186

上川北部消防事務組合

北海道名寄市西四条北３丁目

8000020019194

遠軽地区広域組合

北海道紋別郡遠軽町一条通北３丁目１番地１

3000020019208

美幌・津別広域事務組合

北海道網走郡美幌町字栄町１丁目４

3000020019216

網走地区消防組合

北海道網走市南二条西４丁目２番地
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一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

3000020019224

網走地方教育研修センター組合

北海道網走市駒場北４丁目２番１号

3000020019232

愛別町外３町塵芥処理組合

北海道上川郡愛別町字金富１０６４番地

2000020019241

滝川地区広域消防事務組合

北海道滝川市文京町４丁目１番５号

1000020019259

北見地区消防組合

北海道北見市寿町２丁目１－２８

1000020019267

南空知消防組合

北海道夕張郡栗山町中央３丁目３０９番地２

1000020019275

深川地区消防組合

北海道深川市八条１０番２０号

1000020019283

岩見沢地区消防事務組合

北海道岩見沢市八条東１０丁目２番地４７

1000020019291

砂川地区広域消防組合

北海道砂川市東二条北７丁目１番５号

5000020019305

根室北部消防事務組合

北海道標津郡中標津町丸山２丁目２２番地

5000020019313

士別地方消防事務組合

北海道士別市東六条４丁目

5000020019321

胆振東部日高西部衛生組合

北海道勇払郡むかわ町晴海９４番地先

4000020019330

西いぶり広域連合

北海道室蘭市石川町２２番地２

3000020019348

利尻郡清掃施設組合

北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野６番地

3000020019364

上川教育研修センター組合

北海道旭川市六条通４丁目

3000020019372

南渡島消防事務組合

北海道北斗市中央２丁目６番６号

2000020019381

斜里地区消防組合

北海道斜里郡斜里町本町１４番地３

7000020019402

羊蹄山ろく消防組合

北海道虻田郡倶知安町北三条東４丁目１番地３

6000020019411

南部後志衛生施設組合

北海道寿都郡寿都町字政泊町政泊５７番地１
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一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

5000020019429

大雪消防組合

北海道上川郡美瑛町本町４丁目５番２０号

5000020019437

大雪清掃組合

北海道上川郡美瑛町本町４丁目６番１号美瑛町役場内

5000020019445

北留萌消防組合

北海道苫前郡羽幌町南五条４丁目６番地

5000020019453

稚内地区消防事務組合

北海道稚内市港５丁目１－３７

5000020019461

利尻礼文消防事務組合

北海道利尻郡利尻町沓形字泉町６８番地

4000020019470

南宗谷消防組合

北海道枝幸郡枝幸町新港町９０８番地４

3000020019488

紋別地区消防組合

北海道紋別市幸町２丁目１－１８

3000020019496

日高西部消防組合

北海道沙流郡日高町富川北７丁目１番１０号

8000020019500

平取町外２町衛生施設組合

北海道沙流郡平取町字小平３９番地２

7000020019518

釧路北部消防事務組合

北海道川上郡弟子屈町美里３丁目８番１号

7000020019526

北空知葬斎組合

北海道深川市二条１７番１７号

7000020019534

利尻郡学校給食組合

北海道利尻郡利尻富士町鬼脇字清川１１６番地

6000020019551

渡島廃棄物処理広域連合

北海道北斗市館野１０５番地

5000020019577

留萌南部衛生組合

北海道留萌市港町３丁目７１番地

5000020019585

道央廃棄物処理組合

北海道千歳市東雲町２丁目３４番地６

5000020019593

檜山広域行政組合

北海道檜山郡江差町字茂尻町９６番地

9000020019607

北十勝２町環境衛生処理組合

北海道河東郡上士幌町字上士幌西１線２１４番地

9000020019615

石狩東部広域水道企業団

北海道恵庭市盤尻２６４番地の１
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平成31年3月31日 閉鎖

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

備考

9000020019623

月新水道企業団

北海道樺戸郡月形町１２１９番地

9000020019631

留萌消防組合

北海道留萌市高砂町３丁目６番１１号

8000020019640

岩内・寿都地方消防組合

北海道岩内郡岩内町字高台８番地１

7000020019658

北後志消防組合

北海道余市郡余市町黒川町６丁目２５番地２

7000020019666

釧路東部消防組合

北海道厚岸郡厚岸町宮園２丁目４１４番地２

2000020019712

中標津町外２町葬斎組合

北海道標津郡中標津町丸山２丁目２２番地（中標津町役場内町民生活部生活課環
境衛生係）

1000020019721

釧路広域連合

北海道釧路市高山３０番地１

9000020019739

石狩教育研修センター組合

北海道北広島市共栄３１５番地

9000020019747

後志教育研修センター組合

北海道虻田郡倶知安町南三条東４丁目

9000020019755

西紋別地区環境衛生施設組合

北海道紋別郡興部町字秋里９番地の４

9000020019771

日高管内地方税滞納整理機構

北海道浦河郡浦河町栄丘東通５６号日高合同庁舎内

8000020019780

大雪葬斎組合

北海道上川郡東神楽町南一条西１丁目３番２号東神楽町役場

3000020019810

石狩湾新港管理組合

北海道石狩市新港南２丁目７２５－１

2000020019828

北空知広域水道企業団

北海道雨竜郡沼田町字沼田１２４８番地１

2000020019844

広域紋別病院企業団

北海道紋別市落石町１丁目３番３７号

2000020019852

北空知圏学校給食組合

北海道深川市開西町１丁目６番４号

9000020019879

十勝中部広域水道企業団

北海道帯広市西五条南７丁目１番地帯広市役所

9000020019895

中空知広域水道企業団

北海道砂川市富平３３７－１
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一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

4000020019909

利尻島国民健康保険病院組合

北海道利尻郡利尻町沓形字緑町１１番地

4000020019917

石狩川流域下水道組合

北海道空知郡奈井江町字茶志内１０番地

4000020019925

釧路公立大学事務組合

北海道釧路市芦野４丁目１番１号

4000020019941

函館湾流域下水道事務組合

北海道函館市昭和町４２番地

2000020019968

釧路白糠工業用水道企業団

北海道白糠郡白糠町西一条南１丁目１番地１白糠町役場内

2000020019976

南空知ふるさと市町村圏組合

北海道岩見沢市有明町南１番地２０

2000020019984

石狩西部広域水道企業団

北海道札幌市西区八軒６条西２丁目１番５号

1000020028029

八戸市階上町田代小学校中学校組合

青森県八戸市内丸１丁目１－１

1000020028037

中部上北広域事業組合

青森県上北郡七戸町字蛇坂５５－８

1000020028061

青森県市町村総合事務組合

青森県青森市新町２丁目４－１青森県共同ビル内

3000020028126

青森県市町村職員退職手当組合

青森県青森市堤町２丁目１－１

1000020028177

弘前地区環境整備事務組合

青森県弘前市大字町田字筒井６－２

1000020028185

黒石地区清掃施設組合

青森県黒石市大字竹鼻字南野田６２－１

1000020028193

西北五環境整備事務組合

青森県五所川原市字布屋町４１番地１

5000020028215

十和田地区環境整備事務組合

青森県上北郡六戸町大字折茂字鳥喰谷地１０５－１

3000020028266

三戸地区環境整備事務組合

青森県三戸郡南部町大字沖田面字千刈４５

2000020028291

西海岸衛生処理組合

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字日照田町字吉川８５

7000020028304

西北五広域福祉事務組合

青森県つがる市森田町床舞鶴喰１０４－２森田学園内

8/91

備考

平成29年3月31日 閉鎖

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

備考

5000020028339

十和田地区食肉処理事務組合

青森県十和田市西十二番町６番１号

5000020028347

上北地方教育・福祉事務組合

青森県上北郡七戸町字蛇坂５５－８

3000020028398

青森県交通災害共済組合

青森県青森市新町２丁目４－１青森県共同ビル内

7000020028444

青森県新産業都市建設事業団

青森県青森市中央３丁目２０番１２号

5000020028487

南黒地方福祉事務組合

青森県黒石市大字南中野字上平５－３もみじ学園内

平成31年3月31日 閉鎖

9000020028517

三戸郡福祉事務組合

青森県三戸郡五戸町大字倉石中市字小渡８８－２

令和2年3月31日 閉鎖

9000020028533

五所川原地区消防事務組合

青森県五所川原市中央４丁目１３０

7000020028568

弘前地区消防事務組合

青森県弘前市大字本町２－１

7000020028576

一部事務組合下北医療センター

青森県むつ市小川町１丁目２－８むつ総合病院内

7000020028592

八戸地域広域市町村圏事務組合

青森県八戸市内丸１丁目１番１号

2000020028614

下北地域広域行政事務組合

青森県むつ市中央１丁目８－１

2000020028622

鰺ヶ沢地区消防事務組合

青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸３８５番地２

1000020028631

十和田地域広域事務組合

青森県十和田市大字伝法寺字大窪６０－３

9000020028665

津軽広域水道企業団

青森県黒石市大字石名坂字姥懐２

9000020028673

田子高原広域事務組合

青森県三戸郡田子町大字田子字天神堂平８１田子町役場内

9000020028681

久吉ダム水道企業団

青森県南津軽郡大鰐町大字虹貝字清川１５５－３

4000020028703

青森県市長会館管理組合

青森県青森市新町２丁目４－１青森県共同ビル内

4000020028711

八戸圏域水道企業団

青森県八戸市南白山台１丁目１１－１
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一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

2000020028746

青森地域広域事務組合

青森県青森市長島２丁目１－１

1000020028771

北部上北広域事務組合

青森県上北郡野辺地町字田狭沢４０－９

9000020028789

津軽広域連合

青森県弘前市大字駅前町９－２０

9000020028797

つがる西北五広域連合

青森県五所川原市字岩木町１２－３つがる総合病院３階

5000020028801

青森県後期高齢者医療広域連合

青森県青森市新町２丁目４－１青森県共同ビル内

3000020038083

矢櫃山造林一部事務組合

岩手県岩手郡雫石町千刈田５－１

6000020038130

陸前高田市及び大船渡市営林組合

岩手県陸前高田市高田町字鳴石４２－５陸前高田市役所内

5000020038156

岩手県市町村総合事務組合

岩手県盛岡市山王町４－１

4000020038181

大船渡地区消防組合

岩手県大船渡市盛町字宇津野沢１５

3000020038199

北上地区広域行政組合

岩手県北上市成田２３地割５５－１

5000020038288

二戸地区広域行政事務組合

岩手県二戸市下斗米字細越２０－１

5000020038296

盛岡北部行政事務組合

岩手県八幡平市平舘第２７地割４９番地

9000020038318

紫波、稗貫衛生処理組合

岩手県紫波郡紫波町南日詰字小路口９２－１

9000020038334

岩手・玉山環境組合

岩手県盛岡市寺林字平森５４－５４

2000020038407

盛岡・紫波地区環境施設組合

岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第１３地割１２３

1000020038440

岩手県競馬組合

岩手県盛岡市新庄字上八木田１０

2000020038539

岩手県沿岸知的障害児施設組合

岩手県宮古市宮町１丁目１番３０号

2000020038547

盛岡地区衛生処理組合

岩手県滝沢市中鵜飼５５
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備考

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

2000020038555

大船渡地区環境衛生組合

岩手県大船渡市猪川町字藤沢口５４－１

2000020038563

盛岡地区広域消防組合

岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目２７－５５

4000020038628

釜石大槌地区行政事務組合

岩手県釜石市只越町３丁目９－１３

2000020038679

宮古地区広域行政組合

岩手県宮古市宮町１丁目１番３０号

6000020038709

北上地区消防組合

岩手県北上市柳原町２丁目３番６号

6000020038733

奥州金ケ崎行政事務組合

岩手県奥州市水沢佐倉河字仙人４９

5000020038750

岩手県自治会館管理組合

岩手県盛岡市山王町４－１

4000020038768

盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合

岩手県紫波郡矢巾町流通センター南２丁目３－８

4000020038784

気仙広域連合

岩手県大船渡市盛町字宇津野沢１５

8000020038806

久慈広域連合

岩手県久慈市中町１丁目６７番地

8000020038814

岩手中部広域行政組合

岩手県北上市和賀町後藤３地割６０番地

8000020038822

一関地区広域行政組合

岩手県一関市竹山町７－２

7000020038831

岩手沿岸南部広域環境組合

岩手県釜石市大字平田３－８１－３

6000020038849

岩手県後期高齢者医療広域連合

岩手県盛岡市山王町４－１

6000020038865

滝沢・雫石環境組合

岩手県滝沢市中鵜飼５５

6000020038873

岩手中部水道企業団

岩手県花巻市葛３－１８３－１

1000020048101

色麻町外一市一ヶ村花川ダム管理組合

宮城県加美郡色麻町四竃字北谷地４１番地

9000020048151

吉田川流域溜池大和町外３市３ケ町村組合

宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば１丁目１番地の１
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備考

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

8000020048160

大衡村外一町牛野ダム管理組合

宮城県黒川郡大衡村大衡字平林６２番地

4000020048453

白石市外二町組合

宮城県白石市福岡蔵本字下原沖３６番地

6000020048674

黒川地域行政事務組合

宮城県黒川郡大和町吉岡字下町１５番地の１

5000020048691

亘理名取共立衛生処理組合

宮城県岩沼市下野郷字新藤曽根１番地の１

9000020048721

宮城東部衛生処理組合

宮城県宮城郡利府町加瀬字新船岡５番地

3000020049221

宮城県市町村職員退職手当組合

宮城県仙台市青葉区上杉１丁目２番３号

2000020049255

宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合

宮城県仙台市青葉区上杉１丁目２番３号

1000020049280

石巻地区広域行政事務組合

宮城県石巻市重吉町８番地２０

9000020049298

塩釜地区消防事務組合

宮城県塩竈市尾島町１７番２２号

5000020049310

亘理地区行政事務組合

宮城県亘理郡亘理町字祝田３４番地２

4000020049328

仙南地域広域行政事務組合

宮城県柴田郡大河原町字新青川１番地１

3000020049361

大崎地域広域行政事務組合

宮城県大崎市古川千手寺町２丁目５番２０号

2000020049387

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合

宮城県気仙沼市赤岩五駄鱈４３番地２

8000020049646

石巻地方広域水道企業団

宮城県石巻市蛇田字新上沼１１６番地

8000020049654

宮城県市町村自治振興センター

宮城県富谷市成田２丁目２２番地１

6000020049689

加美郡保健医療福祉行政事務組合

宮城県加美郡色麻町四竃字杉成９番地

6000020049697

みやぎ県南中核病院企業団

宮城県柴田郡大河原町字西３８番地１

1000020049727

宮城県後期高齢者医療広域連合

宮城県仙台市青葉区上杉１丁目２番３号
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一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

2000020058041

秋田県市町村総合事務組合

秋田県秋田市山王４丁目２－３秋田県市町村会館内

5000020058220

井川町・潟上市共有財産管理組合

秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口７８－１井川町役場内

4000020058386

北秋田市周辺衛生施設組合

秋田県北秋田市脇神字三ッ屋岱１－１

4000020058394

北秋田市上小阿仁村生活環境施設組合

秋田県北秋田市花園町１９－１北秋田市役所内

1000020058505

湯沢雄勝広域市町村圏組合

秋田県湯沢市表町３丁目３－１４

1000020058513

大仙美郷環境事業組合

秋田県大仙市花館字大戸下川原２－１０

8000020058548

本荘由利広域市町村圏組合

秋田県由利本荘市尾崎１７本荘由利広域行政センター内

2000020058611

能代山本広域市町村圏組合

秋田県能代市字海詠坂３－２

1000020058629

大曲仙北広域市町村圏組合

秋田県大仙市大曲栄町１３－４７

1000020058653

能代市山本郡養護老人ホーム組合

秋田県山本郡三種町森岳字上台１１－３

9000020058670

鹿角広域行政組合

秋田県鹿角市花輪字向畑１００－２

3000020058726

男鹿地区消防一部事務組合

秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り二号１２－７

3000020058742

男鹿地区衛生処理一部事務組合

秋田県男鹿市船越字一向２０７－１４５

1000020058785

大仙美郷介護福祉組合

秋田県大仙市太田町横沢字窪関南５３５－１

5000020058815

湖東地区行政一部事務組合

秋田県南秋田郡井川町浜井川字喜兵衛堰１０－１

5000020058823

八郎潟町・井川町衛生処理施設組合

秋田県南秋田郡八郎潟町字大道８０八郎潟町役場内

5000020058831

秋田県市町村会館管理組合

秋田県秋田市山王４丁目２－３秋田県市町村会館内

4000020058840

八郎湖周辺清掃事務組合

秋田県男鹿市松木沢字板引沢台７３
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備考

令和2年3月31日 閉鎖

平成31年3月31日 閉鎖

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

3000020058858

秋田県後期高齢者医療広域連合

秋田県秋田市山王４丁目２－３秋田県市町村会館内

3000020058866

秋田県町村電算システム共同事業組合

秋田県秋田市山王４丁目２－３秋田県市町村会館内

6000020068012

山形県消防補償等組合

山形県山形市松波４丁目１－１５（山形県自治会館内）

5000020068021

山形県自治会館管理組合

山形県山形市松波４丁目１－１５（山形県自治会館内）

4000020068039

山形県市町村職員退職手当組合

山形県山形市松波４丁目１－１５（山形県自治会館内）

8000020068217

東根市外二市一町共立衛生処理組合

山形県東根市大字野田字シタ２０３８

1000020068314

山形広域環境事務組合

山形県山形市旅篭町２丁目３番２５号

1000020068454

北村山公立病院組合

山形県東根市温泉町２丁目１５－１

7000020068829

松川堰組合

山形県米沢市金池５丁目２番２５号

6000020069027

最上川中部水道企業団

山形県東村山郡中山町大字長崎４８４８

9000020069230

山形県市町村交通災害共済組合

山形県山形市松波４丁目１－１５（山形県自治会館内）

2000020069451

庄内広域行政組合

山形県東田川郡三川町大字押切新田字茨谷地５０

5000020069515

最上広域市町村圏事務組合

山形県新庄市城南町５－１１

5000020069523

置賜広域行政事務組合

山形県米沢市金池３丁目１－５５

5000020069531

西村山広域行政事務組合

山形県寒河江市本町２丁目８－３（フローラ・ＳＡＧＡＥ５Ｆ）

4000020069540

北村山広域行政事務組合

山形県村山市中央１丁目３－６

5000020069639

酒田地区広域行政組合

山形県酒田市飛鳥字契約場３０

5000020069647

河北町ほか２市広域斎場事務組合

山形県西村山郡河北町谷地戊８１（河北町役場内）
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備考

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

5000020069655

尾花沢市大石田町環境衛生事業組合

山形県尾花沢市大字尾花沢１７０６－４

3000020069698

西置賜行政組合

山形県長井市平山４４６０

8000020069710

置賜広域病院企業団

山形県東置賜郡川西町大字西大塚２０００

7000020069728

最上地区広域連合

山形県新庄市城南町５－１１

7000020069744

山形県後期高齢者医療広域連合

山形県寒河江市大字寒河江字久保６（山形県国保会館内）

8000020078026

福島県市町村総合事務組合

福島県福島市中町８－２福島県自治会館内

6000020078069

川俣方部衛生処理組合

福島県伊達郡川俣町飯坂字下戸山９－４

6000020078077

福島県市民交通災害共済組合

福島県福島市中町８－２福島県自治会館内

6000020078085

福島県伊達郡国見町・桑折町有北山組合

福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二１－７

6000020078093

公立藤田病院組合

福島県伊達郡国見町大字塚野目字三本木１４

1000020078115

伊達地方衛生処理組合

福島県伊達市保原町字西新田１－１

7000020078191

公立岩瀬病院企業団

福島県須賀川市北町２０

3000020078204

須賀川地方保健環境組合

福島県須賀川市森宿字ビワノ首４３－１

1000020078255

磐梯町外一市二町一ケ村組合

福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋１８５５

5000020078441

東白衛生組合

福島県東白川郡塙町大字上渋井字岩下１８－７

3000020078468

石川地方生活環境施設組合

福島県石川郡石川町大字沢井字川井２５５

3000020078492

公立小野町地方綜合病院企業団

福島県田村郡小野町大字小野新町字槻木内６番地２

6000020078531

田村広域行政組合

福島県田村郡三春町大字熊耳字下荒井１７６－１
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一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

8000020078620

相馬方部衛生組合

福島県相馬市中村字北町６３－３

6000020078671

白河地方広域市町村圏整備組合

福島県白河市立石山１５－１

5000020078689

喜多方地方広域市町村圏組合

福島県喜多方市字屋敷免３９５８

5000020078697

伊達地方消防組合

福島県伊達市保原町大泉字大地内９３－１

1000020078701

相馬地方広域市町村圏組合

福島県相馬市中村字北町６３－３

9000020078719

安達地方広域行政組合

福島県二本松市上竹２丁目１７２

9000020078727

会津若松地方広域市町村圏整備組合

福島県会津若松市中央３丁目１０－１２

9000020078735

双葉地方広域市町村圏組合

福島県双葉郡富岡町小浜５５３－１

9000020078751

須賀川地方広域消防組合

福島県須賀川市丸田町１５３

8000020078760

郡山地方広域消防組合

福島県郡山市堂前町５－１６

7000020078778

南会津地方広域市町村圏組合

福島県南会津郡南会津町田島字西上川原乙６５

9000020078859

福島地方水道用水供給企業団

福島県福島市飯坂町字沼ノ上１－１

9000020078883

双葉地方水道企業団

福島県双葉郡楢葉町大字上小塙字小山６－２

9000020078891

相馬地方広域水道企業団

福島県相馬市大野台２丁目３－５

4000020078921

福島県後期高齢者医療広域連合

福島県福島市中町８－２福島県自治会館内

3000020078930

南会津地方環境衛生組合

福島県南会津郡下郷町大字落合字下川原１３８－１

5000020088366

大宮地方環境整備組合

茨城県常陸大宮市小野２０９０－１

9000020088404

清水丘診療所事務組合

茨城県坂東市逆井４１１２番地
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備考

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

9000020088412

茨城県南水道企業団

茨城県龍ケ崎市長山１丁目５番地２

8000020088421

湖北水道企業団

茨城県石岡市田島２丁目６－４

7000020088439

常総衛生組合

茨城県つくばみらい市小絹１４５０

7000020088455

龍ケ崎地方塵芥処理組合

茨城県龍ケ崎市板橋町４３６－２

2000020088501

龍ケ崎地方衛生組合

茨城県龍ケ崎市板橋町字安台５４２－１

1000020088510

さしま環境管理事務組合

茨城県猿島郡境町大字長井戸１７３４－１

9000020088536

筑北環境衛生組合

茨城県桜川市長方１２４５

9000020088552

茨城地方広域環境事務組合

茨城県東茨城郡茨城町大字馬渡２４４

7000020088579

取手市外２市火葬場組合

茨城県取手市寺田５１３９

7000020088595

大洗、鉾田、水戸環境組合

茨城県東茨城郡大洗町成田町４２８７

9000020088676

江戸崎地方衛生土木組合

茨城県稲敷市高田４２４

9000020088684

県西総合病院組合

茨城県桜川市鍬田６０４

4000020088714

湖北環境衛生組合

茨城県石岡市東府中２５－１

1000020088790

笠間・水戸環境組合

茨城県笠間市仁古田長兎路入会地１－６２

4000020088838

茨城西南地方広域市町村圏事務組合

茨城県古河市下大野２２４８古河市役所内

4000020088862

筑西広域市町村圏事務組合

茨城県筑西市直井１０７６

3000020088871

茨城美野里環境組合

茨城県小美玉市堅倉１７２５－２

6000020088951

常総地方広域市町村圏事務組合

茨城県守谷市野木崎２５２２
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備考

平成30年9月30日 閉鎖

令和2年3月31日 閉鎖

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

5000020088960

鹿行広域事務組合

茨城県鉾田市鉾田１３６７－３

4000020088986

霞台厚生施設組合

茨城県小美玉市高崎１８２４－２

4000020089010

稲敷地方広域市町村圏事務組合

茨城県龍ケ崎市３５７１－１

3000020089044

新治地方広域事務組合

茨城県かすみがうら市上佐谷３１－１

1000020089079

茨城県市町村総合事務組合

茨城県水戸市笠原町９７８－２６

1000020089095

石岡地方斎場組合

茨城県石岡市染谷１７４９

5000020089109

笠間地方広域事務組合

茨城県笠間市笠間４６６９

3000020089168

鹿島地方事務組合

茨城県神栖市居切６６０－３

3000020089192

取手地方広域下水道組合

茨城県取手市小文間１７３

7000020089206

水戸地方農業共済事務組合

茨城県東茨城郡茨城町大字上石崎４６３８－２

7000020089222

日立・高萩広域下水道組合

茨城県日立市十王町伊師２２２０

5000020089257

高萩・北茨城広域事務組合

茨城県北茨城市中郷町石岡４７２

7000020089346

下妻地方広域事務組合

茨城県下妻市本城町２丁目２２

7000020089354

ひたちなか・東海広域事務組合

茨城県ひたちなか市東石川２丁目１０番１号

5000020089389

牛久市・阿見町斎場組合

茨城県牛久市中央３丁目１５－１

5000020089397

茨城北農業共済事務組合

茨城県常陸太田市木崎二町１７３３－１

1000020089401

茨城租税債権管理機構

茨城県水戸市柵町１丁目３－１

9000020089427

利根川水系県南水防事務組合

茨城県取手市椚木１０３県南総合防災センター内
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一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

9000020089443

茨城県後期高齢者医療広域連合

茨城県水戸市赤塚１丁目１番地ミオスビル１階

9000020089451

土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合

茨城県かすみがうら市稲吉２丁目６－２５

4000020098060

那須地区広域行政事務組合

栃木県那須塩原市沼野田和４３９番地那須地区広域研修センター内

3000020098086

佐野地区衛生施設組合

栃木県佐野市植下町２５５０番地

7000020098124

黒磯那須共同火葬場組合

栃木県那須塩原市共墾社１０８番地２

9000020098213

芳賀郡中部環境衛生事務組合

栃木県芳賀郡益子町大字七井３９７４番地

8000020098230

宇都宮市街地開発組合

栃木県宇都宮市平出工業団地３８番地１１

6000020098281

石橋地区消防組合

栃木県下野市下石橋２４６番地１

9000020098329

芳賀中部上水道企業団

栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井１７０３番地

9000020098337

芳賀地区広域行政事務組合

栃木県真岡市下籠谷４４１２番地

2000020098418

南那須地区広域行政事務組合

栃木県那須烏山市大桶８７２番地

1000020098451

黒磯那須公設地方卸売市場事務組合

栃木県那須塩原市共墾社１０８番地２（那須塩原市商工観光課内）

4000020098507

塩谷広域行政組合

栃木県矢板市安沢３６２２番地１

4000020098523

小山広域保健衛生組合

栃木県小山市大字塩沢６０４番地

3000020098540

宇都宮西中核工業団地事務組合

栃木県鹿沼市深程９９０番地２０

2000020098558

栃木県南公設地方卸売市場事務組合

栃木県小山市大字下河原田９５４番地

5000020098621

栃木県市町村総合事務組合

栃木県宇都宮市昭和１丁目２番１６号

4000020098639

栃木県後期高齢者医療広域連合

栃木県宇都宮市本町３番９号栃木県本町合同ビル２階
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4000020098647

那須地区消防組合

栃木県大田原市中田原８６８番地１２

8000020108022

高崎工業団地造成組合

群馬県高崎市高松町３５番地１（高崎市役所内）

6000020108065

烏帽子山植林組合

群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町５９４番地３（東吾妻町役場内）

8000020108154

桐生地域医療組合

群馬県桐生市織姫町６番３（桐生厚生総合病院内）

8000020108162

多野藤岡医療事務市町村組合

群馬県藤岡市中栗須８１３－１（公立藤岡総合病院内）

1000020108375

富岡甘楽衛生施設組合

群馬県富岡市田篠１２９７番地１

1000020108383

甘楽西部環境衛生施設組合

群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田６８２（下仁田町役場内）

1000020108391

館林衛生施設組合

群馬県館林市赤生田町６５番地の１

5000020108405

吾妻東部衛生施設組合

群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町３１６番地の１

5000020108421

西吾妻衛生施設組合

群馬県吾妻郡嬬恋村大字今井２８５番地

7000020108618

館林地区消防組合

群馬県館林市上赤生田町４０５０番地の１

7000020108626

利根沼田広域市町村圏振興整備組合

群馬県沼田市上原町１８０１番地２（利根沼田文化会館内）

7000020108634

高崎市・安中市消防組合

群馬県高崎市八千代町１丁目１３番１０号

9000020108707

西吾妻環境衛生施設組合

群馬県吾妻郡長野原町大字与喜屋１６１０番地１

9000020108731

渋川地区広域市町村圏振興整備組合

群馬県渋川市石原１４３４番地１

8000020108740

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合

群馬県富岡市富岡２４８６番地７

7000020108758

沼田市外二箇村清掃施設組合

群馬県沼田市白岩町２２６番地

7000020108766

群馬県市町村会館管理組合

群馬県前橋市元総社町３３５番地の８（群馬県市町村会館内）
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一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号
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所在地

2000020108804

吾妻広域町村圏振興整備組合

群馬県吾妻郡中之条町大字西中之条１３５番地（バイテック文化ホール（中之条
町文化会館）内）

1000020108821

多野藤岡広域市町村圏振興整備組合

群馬県藤岡市下栗須１２４番地６

9000020108839

利根沼田学校組合

群馬県利根郡みなかみ町月夜野５９１番地（利根商業高等学校内）

4000020108901

大泉町外二町環境衛生施設組合

群馬県邑楽郡大泉町大字上小泉３３０番地の１

3000020108910

邑楽館林医療事務組合

群馬県館林市成島町２６２－１（館林厚生病院内）

2000020108928

利根東部衛生施設組合

群馬県利根郡片品村大字菅沼２５１番地１０（尾瀬クリーンセンター内）

2000020108936

富岡地域医療企業団

群馬県富岡市富岡２０７３番地１（公立富岡総合病院内）

2000020108944

下仁田南牧医療事務組合

群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田４０９（下仁田厚生病院内）

8000020109061

群馬県市町村総合事務組合

群馬県前橋市元総社町３３５番地の８（群馬県市町村会館内）

1000020109134

西吾妻福祉病院組合

群馬県吾妻郡長野原町大字大津７４６番地の４

1000020109142

太田市外三町広域清掃組合

群馬県太田市細谷町６０４番地１

8000020109185

群馬県後期高齢者医療広域連合

群馬県前橋市大渡町１丁目１０番地７（群馬県公社総合ビル６階）

8000020109193

群馬東部水道企業団

群馬県太田市浜町１１番２８号

9000020118061

埼葛斎場組合

埼玉県春日部市内牧１４３１番地

8000020118087

蓮田白岡衛生組合

埼玉県白岡市篠津１２７９番地の５

8000020118095

久喜宮代衛生組合

埼玉県南埼玉郡宮代町大字和戸１２７６－１

3000020118109

朝霞地区一部事務組合

埼玉県朝霞市溝沼１丁目２番２７号

3000020118141

上尾、桶川、伊奈衛生組合

埼玉県桶川市大字小針領家１１６０
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令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

2000020118150

志木地区衛生組合

埼玉県富士見市大字勝瀬４８０番地

1000020118168

北本地区衛生組合

埼玉県北本市朝日１丁目２００

1000020118176

入間西部衛生組合

埼玉県日高市大字上鹿山７９２－４

1000020118184

入間東部地区衛生組合

埼玉県ふじみ野市駒林１０６６番地

5000020118206

小川地区衛生組合

埼玉県比企郡小川町大字中爪１６８１－２

5000020118214

坂戸地区衛生組合

埼玉県坂戸市大字上吉田６５１－１

3000020118249

東埼玉資源環境組合

埼玉県越谷市増林３丁目２番地１

3000020118273

蕨戸田衛生センター組合

埼玉県戸田市大字美女木９７８番地

7000020118303

本庄上里学校給食組合

埼玉県本庄市小島南１丁目８－１

5000020118362

越谷・松伏水道企業団

埼玉県越谷市越ヶ谷３丁目５－２２

3000020118389

桶川北本水道企業団

埼玉県北本市中丸６丁目８３

8000020118401

加須市・羽生市水防事務組合

埼玉県加須市三俣２丁目１番地１加須市建設部治水課内

7000020118419

荒川北縁水防事務組合

埼玉県熊谷市宮町２丁目４７番地１熊谷市建設部管理課内

7000020118435

利根川栗橋流域水防事務組合

埼玉県久喜市下早見８５－３久喜市消防防災課内

7000020118443

江戸川水防事務組合

埼玉県三郷市花和田６４８番地１三郷市危機管理防災課内

7000020118451

戸田競艇企業団

埼玉県戸田市戸田公園８－２２

5000020118486

埼玉県市町村総合事務組合

埼玉県さいたま市浦和区仲町３丁目５番地１号埼玉県県民健康センター２Ｆ

5000020118494

埼玉県都市競艇組合

埼玉県さいたま市中央区大字下落合１７０４
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一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

9000020118532

坂戸、鶴ケ島水道企業団

埼玉県坂戸市千代田１丁目１番１６号

8000020118541

坂戸、鶴ケ島下水道組合

埼玉県坂戸市千代田１丁目１番１６号

2000020118613

彩北広域清掃組合

埼玉県行田市大字小針８５６番地

1000020118630

秩父広域市町村圏組合

埼玉県秩父市栃谷１４７７番地

9000020118656

入間東部地区事務組合

埼玉県ふじみ野市大井中央１丁目１－１９

8000020118681

吉川松伏消防組合

埼玉県吉川市大字会野谷４８１番地

7000020118699

児玉郡市広域市町村圏組合

埼玉県本庄市東五十子１５１－１

3000020118711

埼玉西部環境保全組合

埼玉県鶴ヶ島市大字高倉５９３番地４

2000020118761

坂戸・鶴ケ島消防組合

埼玉県坂戸市鎌倉町１６－１６

1000020118770

比企広域市町村圏組合

埼玉県東松山市大字上野本１３００番地１

9000020118788

川越地区消防組合

埼玉県川越市神明町４８番地４

4000020118826

埼玉県央広域事務組合

埼玉県鴻巣市箕田１６３８番地１

4000020118842

西入間広域消防組合

埼玉県入間郡毛呂山町大字岩井２４５１

3000020118851

埼玉中部環境保全組合

埼玉県比企郡吉見町大字大串２８０８

2000020118869

埼玉県浦和競馬組合

埼玉県さいたま市南区大谷場１丁目８－４２

6000020118907

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合

埼玉県入間郡毛呂山町大字川角１５１０番地

6000020118923

広域飯能斎場組合

埼玉県飯能市大字飯能９４８番地の３

6000020118931

広域静苑組合

埼玉県入間郡越生町大字鹿下３３８－６
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4000020118958

広域利根斎場組合

埼玉県加須市川口４丁目３番地５

4000020118966

妻沼南河原環境施設組合

埼玉県行田市大字中江袋２６１番地１

4000020118974

彩の国さいたま人づくり広域連合

埼玉県さいたま市北区土呂町２丁目２４－１

4000020118982

皆野・長瀞下水道組合

埼玉県秩父郡長瀞町大字中野上２３４番地１

3000020118991

大里広域市町村圏組合

埼玉県熊谷市曙町２丁目６８番地

3000020119008

埼玉県後期高齢者医療広域連合

埼玉県さいたま市浦和区北浦和５丁目６－５埼玉県浦和合同庁舎４階

3000020119016

埼玉西部消防組合

埼玉県所沢市けやき台１丁目１３番地の１１

3000020119024

埼玉東部消防組合

埼玉県久喜市上早見３９６

3000020119032

埼玉中部資源循環組合

埼玉県比企郡吉見町大字下細谷１２１６－１

2000020119041

草加八潮消防組合

埼玉県草加市神明２丁目２番２号

1000020119067

朝霞和光資源循環組合

埼玉県和光市広沢１番５号

5000020128015

三芳水道企業団

千葉県館山市北条１１４５－１

5000020128023

長門川水道企業団

千葉県印旛郡栄町安食台１丁目２

4000020128040

香取市東庄町病院組合

千葉県香取市南原地新田４３８番地１

7000020128104

国保国吉病院組合

千葉県いすみ市苅谷１１７７

7000020128112

君津中央病院企業団

千葉県木更津市桜井１０１０

5000020128139

千葉県市町村総合事務組合

千葉県千葉市中央区中央４丁目１７－８

5000020128155

東葛中部地区総合開発事務組合

千葉県柏市布施２８１番地の１
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5000020128163

鋸南地区環境衛生組合

千葉県安房郡鋸南町下佐久間５４４－１

5000020128287

佐倉市、酒々井町清掃組合

千葉県印旛郡酒々井町墨１５０６

9000020128309

東金市外三市町清掃組合

千葉県東金市三ケ尻３４０

9000020128317

山武郡市環境衛生組合

千葉県山武市松尾町金尾１１４９－１

9000020128333

柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合

千葉県鎌ケ谷市軽井沢２１０２－１

9000020128341

印旛衛生施設管理組合

千葉県佐倉市宮本３３２

8000020128350

印西地区衛生組合

千葉県印旛郡栄町須賀１９９７－２７

7000020128384

東総衛生組合

千葉県旭市ニの５９３３

2000020128414

夷隅環境衛生組合

千葉県いすみ市万木５

9000020128449

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合

千葉県佐倉市大蛇町７９０－４

9000020128465

一宮聖苑組合

千葉県長生郡一宮町一宮２４５７

9000020128473

印旛利根川水防事務組合

千葉県印旛郡栄町生板鍋子新田乙２０－７１

4000020128503

布施学校組合

千葉県夷隅郡御宿町須賀１５２２

2000020128538

千葉県競馬組合

千葉県船橋市若松１丁目２－１

2000020128546

匝瑳市ほか二町環境衛生組合

千葉県匝瑳市松山１０７

1000020128571

君津郡市広域市町村圏事務組合

千葉県木更津市新田３丁目２－２７

5000020128601

安房郡市広域市町村圏事務組合

千葉県館山市北条４２０－４

4000020128619

四市複合事務組合

千葉県船橋市本町２丁目７－８
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4000020128635

長生郡市広域市町村圏組合

千葉県茂原市下永吉２１０１

4000020128651

匝瑳市横芝光町消防組合

千葉県匝瑳市八日市場ホ７１５

3000020128660

山武郡市広域行政組合

千葉県東金市東岩崎１－１７

2000020128678

香取広域市町村圏事務組合

千葉県香取市仁良３００－１

2000020128686

佐倉市八街市酒々井町消防組合

千葉県佐倉市大蛇町２８１

2000020128694

東総地区広域市町村圏事務組合

千葉県旭市ハの６１２－１

6000020128708

印西地区消防組合

千葉県印西市牧の原２丁目３

6000020128716

九十九里地域水道企業団

千葉県東金市東金７６９－２

6000020128732

夷隅郡市広域市町村圏事務組合

千葉県いすみ市弥正８８－１

5000020128741

印旛郡市広域市町村圏事務組合

千葉県佐倉市宮小路町１２

4000020128759

北千葉広域水道企業団

千葉県松戸市七右衛門新田５４０－５

4000020128767

東総広域水道企業団

千葉県香取郡東庄町笹川ろ１

4000020128775

君津富津広域下水道組合

千葉県君津市久保２丁目１３－１

4000020128791

八匝水道企業団

千葉県匝瑳市生尾１０

8000020128805

山武郡市広域水道企業団

千葉県東金市家徳３６１－８

7000020128830

印西地区環境整備事業組合

千葉県印西市大塚１丁目１－１

6000020128856

君津広域水道企業団

千葉県木更津市新田２丁目８－１７

4000020128899

南房総広域水道企業団

千葉県夷隅郡大多喜町小谷松５００
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1000020128902

千葉県後期高齢者医療広域連合

千葉県千葉市稲毛区天台６丁目４－３

9000020128911

かずさ水道広域連合企業団

千葉県木更津市潮見２丁目８番地

8000020138011

特別区人事・厚生事務組合

東京都千代田区飯田橋３丁目５番１号

7000020138029

特別区競馬組合

東京都品川区勝島２丁目１－２

7000020138037

阿伎留病院企業団

東京都あきる野市引田７８－１

7000020138045

昭和病院企業団

東京都小平市花小金井８丁目１－１

7000020138061

東京都島嶼町村一部事務組合

東京都港区海岸１丁目４－１５（島嶼会館内）

5000020138096

瑞穂斎場組合

東京都西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田２４４

8000020138151

ふじみ衛生組合

東京都調布市深大寺東町７丁目５０－３０

7000020138169

柳泉園組合

東京都東久留米市下里４丁目３－１０

7000020138185

湖南衛生組合

東京都武蔵村山市大南５丁目１

2000020138207

西多摩衛生組合

東京都羽村市羽４２３５

2000020138223

多摩川衛生組合

東京都稲城市大丸１５２８

2000020138231

小平・村山・大和衛生組合

東京都小平市中島町２－１

1000020138240

青梅、羽村地区工業用水道企業団

東京都羽村市緑ヶ丘２丁目１８－５

9000020138258

東京都市町村職員退職手当組合

東京都府中市新町２丁目７７－１（東京自治会館内）

9000020138266

東京都十一市競輪事業組合

東京都調布市多摩川４丁目３１－１

9000020138274

東京都六市競艇事業組合

東京都江戸川区東小松川３丁目１－１
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9000020138282

東京都四市競艇事業組合

東京都調布市多摩川４丁目３１－１

3000020138321

東京都市町村議会議員公務災害補償等組合

東京都府中市新町２丁目７７－１（東京自治会館内）

9000020138398

羽村・瑞穂地区学校給食組合

東京都羽村市神明台４丁目２－１９

5000020138410

東京都三市収益事業組合

東京都江戸川区東小松川３丁目１－１

4000020138444

西秋川衛生組合

東京都あきる野市高尾５２１

4000020138452

南多摩斎場組合

東京都町田市上小山田町２１４７

2000020138479

東京たま広域資源循環組合

東京都西多摩郡日の出町大字大久野７６４２番地

2000020138487

立川・昭島・国立聖苑組合

東京都立川市羽衣町３丁目２０－１８

2000020138495

東京市町村総合事務組合

東京都府中市新町２丁目７７－１（東京自治会館内）

6000020138517

多摩六都科学館組合

東京都西東京市芝久保町５丁目１０－６４

6000020138525

多摩ニュータウン環境組合

東京都多摩市唐木田２丁目１－１

6000020138533

秋川流域斎場組合

東京都西多摩郡日の出町大字平井３０９２

5000020138550

臨海部広域斎場組合

東京都大田区東海１丁目３－１

4000020138568

東京二十三区清掃一部事務組合

東京都千代田区飯田橋３丁目５－１（東京区政会館内）

4000020138576

福生病院組合

東京都福生市加美平１丁目６－１

4000020138584

東京都後期高齢者医療広域連合

東京都千代田区飯田橋３丁目５－１（東京区政会館内）

4000020138592

稲城・府中墓苑組合

東京都稲城市矢野口３５６７番地

8000020138606

浅川清流環境組合

東京都日野市石田１丁目２１０－２
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2000020148016

小田原市外二ヶ市町組合

神奈川県小田原市荻窪３００

2000020148024

南足柄市外五ケ市町組合

神奈川県南足柄市関本４４０

1000020148041

南足柄市外二ケ市町組合

神奈川県南足柄市関本４４０

9000020148059

南足柄市外二ケ町組合

神奈川県南足柄市関本４４０

9000020148067

南足柄市・山北町・開成町一部事務組合

神奈川県南足柄市関本４４０

9000020148075

松田町外三ヶ町組合

神奈川県足柄上郡山北町山北１３０１－４

3000020148130

松田町外二ヶ町組合

神奈川県足柄上郡松田町松田惣領２０３７

2000020148148

金目川水害予防組合

神奈川県平塚市浅間町９－１

2000020148156

秦野市伊勢原市環境衛生組合

神奈川県秦野市曽屋４６２４

1000020148181

高座清掃施設組合

神奈川県海老名市本郷１－１

9000020148199

足柄上衛生組合

神奈川県南足柄市班目１５４７

6000020148202

神奈川県市町村職員退職手当組合

神奈川県横浜市中区山下町７５

4000020148229

箱根町外二カ市組合

神奈川県小田原市荻窪３００

4000020148237

南足柄市外四ケ市町組合

神奈川県南足柄市関本４４０

4000020148253

神奈川県内広域水道企業団

神奈川県横浜市旭区矢指町１１９４

3000020148270

湯河原町真鶴町衛生組合

神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜２０２１－９５

2000020148288

広域大和斎場組合

神奈川県大和市西鶴間８丁目１０－８

2000020148296

足柄東部清掃組合

神奈川県足柄上郡大井町柳５４０

29/91

備考

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

4000020148377

足柄西部清掃組合

神奈川県足柄上郡山北町山北３６８０

4000020148393

神奈川県川崎競馬組合

神奈川県川崎市川崎区富士見１丁目５－１

8000020148407

厚木愛甲環境施設組合

神奈川県厚木市栄町１丁目１６－１５

8000020148415

神奈川県後期高齢者医療広域連合

神奈川県横浜市神奈川区栄町８－１ヨコハマポートサイドビル９階

8000020148423

神奈川県町村情報システム共同事業組合

神奈川県横浜市中区山下町７５

7000020158381

津南地域衛生施設組合

新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊２０１３番地

3000020158542

さくら福祉保健事務組合

新潟県五泉市番坂新１７４番地２

2000020158551

寺泊老人ホーム組合

新潟県長岡市寺泊金山４３２番地

5000020158607

下越障害福祉事務組合

新潟県新発田市中央町５丁目４番７号

5000020158615

魚沼地区障害福祉組合

新潟県魚沼市十日町１４０３番地１

5000020158623

新潟県中越福祉事務組合

新潟県見附市田井町４４７６番地

5000020158631

西蒲原福祉事務組合

新潟県西蒲原郡弥彦村大字麓６９５８番地

4000020158640

新潟県中東福祉事務組合

新潟県五泉市尻上１１８番地

5000020158895

新潟県三条・燕総合グラウンド施設組合

新潟県三条市旭町２丁目３－１

9000020158909

三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設
組合

新潟県三条市吉田１２３７番地

9000020158933

加茂市・田上町消防衛生保育組合

新潟県加茂市幸町２丁目３番５号

7000020159000

燕・弥彦総合事務組合

新潟県燕市吉田浜首４０８番地１

4000020159069

豊栄郷清掃施設処理組合

新潟県新潟市北区浦ノ入４１８番地
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一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

8000020159123

新発田地域広域事務組合

新潟県新発田市中央町５丁目４番７号

6000020159166

十日町地域広域事務組合

新潟県十日町市四日町新田１０４１

6000020159174

上越地域消防事務組合

新潟県上越市北城町１丁目１６番１号

6000020159182

新発田地域老人福祉保健事務組合

新潟県新発田市中央町５丁目４番７号

8000020159271

新潟東港地域水道用水供給企業団

新潟県新潟市北区笹山１１１４番地

1000020159336

魚沼地域特別養護老人ホーム組合

新潟県南魚沼市浦佐４０５９番地１

1000020159352

三条地域水道用水供給企業団

新潟県三条市長野字中土１３６５番地

3000020159409

新井頸南広域行政組合

新潟県妙高市大字高柳９３１番地１

1000020159476

五泉地域衛生施設組合

新潟県五泉市論瀬８８６４番地

1000020159484

阿賀北広域組合

新潟県阿賀野市船居字権九郎新田４９６番地１

5000020159522

上越広域伝染病院組合

新潟県上越市木田１丁目１番３号

3000020159573

新潟県市町村総合事務組合

新潟県新潟市中央区新光町４番地１

2000020159590

新潟県後期高齢者医療広域連合

新潟県新潟市中央区新光町４番地１

1000020168114

三郷利田用水市町村組合

富山県富山市水橋小路１７番地

8000020168157

黒東合口用水組合

富山県下新川郡入善町入膳３２５５番地入善町役場内

8000020168165

下山用水組合

富山県下新川郡朝日町道下１１３３番地朝日町役場内

5000020168424

砺波地方衛生施設組合

富山県高岡市福岡町土屋７１０番地

8000020168611

庄川水害予防組合

富山県高岡市広小路７番５０号高岡市都市創造部土木維持課内
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令和2年3月31日 閉鎖

平成29年3月31日 閉鎖

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

7000020168629

庄川右岸水害予防組合

富山県射水市二口１０８１番地射水市役所大門庁舎

7000020168645

小矢部川中流水害予防組合

富山県小矢部市本町１番１号小矢部市役所内

7000020168661

常願寺川右岸水防市町村組合

富山県中新川郡立山町前沢２４４０番地

9000020168726

富山県市町村総合事務組合

富山県富山市下野９９５番地の３市町村会館内

4000020168912

砺波広域圏事務組合

富山県砺波市栄町７番３号砺波市役所東別館

3000020168921

新川広域圏事務組合

富山県魚津市北鬼江３１３番２魚津市役所第一分庁舎内

2000020168971

富山地区広域圏事務組合

富山県中新川郡立山町末三賀１０３番地３

1000020169005

高岡地区広域圏事務組合

富山県氷見市上田子字笹谷内５０番地

1000020169013

富山県市町村会館管理組合

富山県富山市下野９９５番地の３（市町村会館内

8000020169048

中新川広域行政事務組合

富山県中新川郡舟橋村国重２４２番地

8000020169072

砺波地方介護保険組合

富山県砺波市栄町７番３号砺波市高齢者能力活用センター

6000020169099

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合

富山県黒部市北新１９９番地

2000020169111

滑川中新川地区広域情報事務組合

富山県滑川市開６７６番地滑川市ＳＯＨＯセンター内

1000020169129

富山県後期高齢者医療広域連合

富山県富山市婦中町速星７５４番地富山市婦中行政サービスセンター５Ｆ

1000020169137

砺波地域消防組合

富山県砺波市大辻５０１番地

1000020169145

富山県東部消防組合

富山県魚津市本江３１９７番地１

1000020169153

新川地域消防組合

富山県黒部市植木７６１番地１

1000020178063

石川県市町村消防団員等公務災害補償等組合

石川県金沢市本多町３丁目１番１０号
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3000020178128

手取川水防事務組合

石川県白山市倉光２丁目１番地白山市役所内

3000020178136

子浦川水防事務組合

石川県羽咋市旭町ア２００番地羽咋市役所内

3000020178152

長曽川水防事務組合

石川県羽咋市旭町ア２００番地羽咋市役所内

5000020178209

石川県市町村職員退職手当組合

石川県金沢市本多町３丁目１番１０号

5000020178217

河北郡市広域事務組合

石川県河北郡津幡町字領家ル９番地１

4000020178250

手取川流域環境衛生事業組合

石川県能美郡川北町字朝日レ４７番地

3000020178268

輪島市穴水町環境衛生施設組合

石川県輪島市門前町原１の１５番地１

3000020178276

能美広域事務組合

石川県能美市寺井町た３５番地能美広域事務組合消防本部内

3000020178292

手取郷広域事務組合

石川県能美市浜町タ１５８－２６

7000020178306

石川県市町村消防賞じゅつ金組合

石川県金沢市本多町３丁目１番１０号

6000020178331

石川県市町議会議員公務災害補償等組合

石川県金沢市本多町３丁目１番１０号

5000020178373

羽咋郡市広域圏事務組合

石川県羽咋市中央町ア１８５番地

9000020178411

白山野々市広域事務組合

石川県白山市三浦町２５５番地１

7000020178462

奥能登広域圏事務組合

石川県輪島市三井町洲衛１０部１１番１

6000020178471

小松加賀環境衛生事務組合

石川県小松市浜佐美町ヲ１５

5000020178489

南加賀広域圏事務組合

石川県小松市小馬出町９１番地

9000020178519

のと鉄道運営助成基金事務組合

石川県七尾市袖ケ江町イ－２５七尾市役所内

9000020178543

能美介護認定事務組合

石川県能美市寺井町ぬ４８番地
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9000020178551

奥能登クリーン組合

石川県鳳珠郡能登町字上町タ字７番地

8000020178560

石川北部アール・ディ・エフ広域処理組合

石川県羽咋郡志賀町矢駄１１－１０３

7000020178578

白山石川医療企業団

石川県白山市倉光３丁目８番地

2000020178624

石川県後期高齢者医療広域連合

石川県金沢市幸町１２番１号石川県幸町庁舎５階

5000020188018

公立小浜病院組合

福井県小浜市大手町２－２

5000020188026

越前三国競艇企業団

福井県坂井市三国町池上第８０号１番地

5000020188034

福井県市町総合事務組合

福井県福井市西開発４丁目２０２－１

9000020188212

美浜・三方環境衛生組合

福井県三方上中郡若狭町向笠１２８－１３－１

8000020188221

嶺北消防組合

福井県坂井市春江町随応寺１７－１０

7000020188239

鯖江・丹生消防組合

福井県鯖江市西山町１３番２２号

7000020188255

福井坂井地区広域市町村圏事務組合

福井県あわら市笹岡３３－３－１

7000020188271

南越消防組合

福井県越前市千福町１２６

5000020188298

若狭消防組合

福井県小浜市大手町７－８

2000020188301

敦賀美方消防組合

福井県敦賀市中央町２丁目１－２

9000020188336

大野・勝山地区広域行政事務組合

福井県大野市南新在家２８－１

7000020188395

南越清掃組合

福井県越前市北府１丁目３番２０号

2000020188425

勝山・永平寺衛生管理組合

福井県勝山市滝波町３丁目１３０９番地１

2000020188433

五領川公共下水道事務組合

福井県坂井市丸岡町熊堂３－９
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2000020188441

鯖江広域衛生施設組合

福井県鯖江市西番町１５－１１

9000020188484

福井県丹南広域組合

福井県越前市瓜生町５－１－１

4000020188506

福井県自治会館組合

福井県福井市西開発４丁目２０２－１

4000020188514

嶺南広域行政組合

福井県敦賀市東洋町１－１

4000020188522

公立丹南病院組合

福井県鯖江市西山町１３－１

3000020188531

坂井地区広域連合

福井県坂井市坂井町上兵庫４０－１５

2000020188549

こしの国広域事務組合

福井県吉田郡永平寺町東古市１０－５

2000020188557

福井県後期高齢者医療広域連合

福井県福井市西開発４丁目２０２番１

2000020188565

若狭広域行政事務組合

福井県三方上中郡若狭町市場２０－１８

9000020198013

牛奥山恩賜県有財産保護組合

山梨県甲州市塩山上於曽１０８５番地１甲州市役所本庁舎

9000020198021

滑沢山恩賜県有財産保護組合

山梨県甲州市塩山上於曽１０８５番地１甲州市役所本庁舎

8000020198030

神峰山恩賜県有財産保護組合

山梨県山梨市小原西８４３番地山梨市役所本庁舎

7000020198048

八幡山恩賜県有財産保護組合

山梨県山梨市小原西８４３番地山梨市役所本庁舎

7000020198056

金峰前山恩賜県有財産保護組合

山梨県山梨市小原西８４３番地山梨市役所本庁舎

7000020198064

大蔵沢恩賜県有財産保護組合

山梨県甲州市塩山上於曽１０８５番地１甲州市役所本庁舎

7000020198072

深沢山恩賜県有財産保護組合

山梨県甲州市塩山上於曽１０８５番地１甲州市役所本庁舎

6000020198081

笹子山恩賜県有財産保護組合

山梨県甲州市塩山上於曽１０８５番地１甲州市役所本庁舎

9000020198145

京戸入会恩賜県有財産保護組合

山梨県笛吹市一宮町末木８０７番地６笛吹市役所一宮支所
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9000020198153

新倉外三字施業区恩賜県有財産保護組合

山梨県笛吹市芦川町中芦川５８５番地笛吹市役所芦川支所

9000020198161

西日向外三山恩賜県有財産保護組合

山梨県西八代郡市川三郷町市川大門１７９０番地３

8000020198170

日向山恩賜県有財産保護組合

山梨県甲府市古関町１１５８番地甲府市役所上九一色出張所

7000020198188

切坂山恩賜県有財産保護組合

山梨県南巨摩郡身延町常葉１０９３番地身延町役場下部支所

7000020198196

大畠山外七字恩賜県有財産保護組合

山梨県西八代郡市川三郷町市川大門１７９０番地３

2000020198218

八町山恩賜県有財産保護組合

山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢１５９９番地５富士川町役場鰍沢分庁舎

2000020198226

土山恩賜県有財産保護組合

山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢１５９９番地５富士川町役場鰍沢分庁舎

2000020198234

奥仙重外二字山恩賜県有財産保護組合

山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢１５９９番地５富士川町役場鰍沢分庁舎

2000020198242

第一奥仙丈山恩賜県有財産保護組合

山梨県甲府市下帯那町３０５４番地４甲府市役所北部悠遊館

1000020198251

北奥仙丈外二山恩賜県有財産保護組合

山梨県山梨市小原西８４３番地山梨市役所本庁舎

9000020198269

柿坂外四山恩賜県有財産保護組合

山梨県甲斐市吉沢２３３番地２甲斐市役所吉沢出張所

9000020198277

御勅使川入旧三十六ヶ村入会山恩賜県有財産保
護組合

山梨県南アルプス市小笠原３７６番地南アルプス市役所本庁舎

4000020198307

大阪外三山恩賜県有財産保護組合

山梨県甲斐市上福沢１２４番地甲斐市役所清川出張所

4000020198315

大明神山恩賜県有財産保護組合

山梨県甲斐市亀沢３６８７番地甲斐市役所睦沢出張所

4000020198323

御座石山恩賜県有財産保護組合

山梨県韮崎市円野町上円井１６９４番地

4000020198331

御座石恩賜県有財産保護組合

山梨県韮崎市清哲町青木１８４２番地

3000020198340

老別当恩賜県有財産保護組合

山梨県韮崎市清哲町青木１８４２番地

2000020198358

第一御座石前山恩賜県有財産保護組合

山梨県韮崎市清哲町青木１８４２番地
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2000020198366

下広河原恩賜県有財産保護組合

山梨県韮崎市清哲町青木１８４２番地

2000020198374

牛ケ馬場恩賜県有財産保護組合

山梨県韮崎市穂坂町宮久保６２４３番地梨北農業協同組合穂坂支店

2000020198382

大内窪外壱字恩賜県有財産保護組合

山梨県北杜市明野町上手５２１９番地１北杜市役所明野総合支所

1000020198391

下来澤恩賜県有財産保護組合

山梨県北杜市武川町山高１４５７番地３北杜市役所武川総合支所

5000020198421

奥野山恩賜県有財産保護組合

山梨県北杜市須玉町江草１７５４６番地

7000020198510

八ヶ岳山恩賜県有財産保護組合

山梨県北杜市小淵沢町７７１１番地北杜市生涯学習センターこぶちさわ

6000020198528

釜無山外三字恩賜県有財産保護組合

山梨県北杜市白州町白須３１２番地北杜市役所白州総合支所

6000020198544

富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合

山梨県富士吉田市上吉田５６０５番地３

6000020198552

河口木無山外六字恩賜県有財産保護組合

山梨県南都留郡富士河口湖町河口６番地富士河口湖町役場河口出張所

5000020198561

鹿留山恩賜県有財産保護組合

山梨県都留市上谷１丁目１番１号都留市役所本庁舎

4000020198579

大旅外二恩賜県有財産保護組合

山梨県都留市上谷１丁目１番１号都留市役所本庁舎

4000020198587

鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合

山梨県南都留郡鳴沢村３１２６番地

4000020198595

小金沢土室山恩賜県有財産保護組合

山梨県大月市七保町林９４３番地大月市役所七保出張所

8000020198609

奥山外四恩賜県有財産保護組合

山梨県大月市大月２丁目６番２０号大月市役所本庁舎

8000020198617

野脇恩賜県有財産保護組合

山梨県大月市大月２丁目６番２０号大月市役所本庁舎

8000020198625

深桂恩賜県有財産保護組合

山梨県大月市猿橋町猿橋８１番地大月市役所猿橋出張所

1000020198714

峡南衛生組合

山梨県南巨摩郡身延町下田原２５４８番地

9000020198731

身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合

山梨県南巨摩郡身延町飯富１６２８番地身延町早川町組合立飯富病院
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1000020198838

三郡衛生組合

山梨県南アルプス市東南湖１０８０番地

2000020198960

大月都留広域事務組合

山梨県大月市初狩町中初狩３２７４番地

1000020198994

河口湖南中学校組合

山梨県南都留郡富士河口湖町船津１１６４番地河口湖南中学校組合立河口湖南中
学校

7000020199079

青木ヶ原衛生センター

山梨県南都留郡富士河口湖町船津１７００

9000020199176

東山梨行政事務組合

山梨県甲州市塩山西広門田３８５番地

9000020199184

東山梨環境衛生組合

山梨県山梨市牧丘町窪平３５０番地

4000020199214

青木が原ごみ処理組合

山梨県南都留郡富士河口湖町精進青木が原５１４番地

4000020199222

甲府地区広域行政事務組合

山梨県甲府市伊勢３丁目８番２３号

2000020199249

中巨摩地区広域事務組合

山梨県中央市一町畑１１８９番地

2000020199257

山梨県市町村総合事務組合

山梨県甲府市蓬沢１丁目１５番３５号山梨県自治会館

1000020199290

峡北地域広域水道企業団

山梨県北杜市須玉町若神子７４４番地２８

6000020199303

峡北広域行政事務組合

山梨県韮崎市本町４丁目８番３６号

6000020199311

東八代広域行政事務組合

山梨県笛吹市石和町市部７７７番地

5000020199320

峡南広域行政組合

山梨県西八代郡市川三郷町岩間４９５番地市川三郷町役場六郷支所

4000020199346

釈迦堂遺跡博物館組合

山梨県笛吹市一宮町千米寺７６４番地釈迦堂遺跡博物館

4000020199362

富士五湖広域行政事務組合

山梨県富士吉田市下吉田６丁目２番６号

3000020199371

峡東地域広域水道企業団

山梨県山梨市牧丘町杣口２１３５番地

2000020199389

東部地域広域水道企業団

山梨県大月市七保町下和田４１５番地
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2000020199397

山梨県東部広域連合

山梨県都留市田野倉１１３０番地

6000020199419

山梨県後期高齢者医療広域連合

山梨県甲府市蓬沢１丁目１５番３５号山梨県自治会館

6000020199427

甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合

山梨県笛吹市境川町寺尾１４４０番地１

6000020199435

峡南医療センター企業団

山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢３４０番地１

6000020199443

山梨西部広域環境組合

山梨県中央市藤巻２３０３番地２

3000020208108

北佐久郡老人福祉施設組合

長野県佐久市望月２８５－２

3000020208116

森泉山財産組合

長野県北佐久郡御代田町大字豊昇１８００－１

3000020208132

川西保健衛生施設組合

長野県東御市下之城１４００－２

1000020208175

上田市東御市真田共有財産組合

長野県上田市真田町長７１７８－１

1000020208183

上田市長和町中学校組合

長野県上田市下武石１１１

1000020208191

青木村及び上田市共有財産組合

長野県小県郡青木村大字田沢１１１

5000020208213

葛尾組合

長野県埴科郡坂城町大字中之条１８５０

3000020208256

伊北環境行政組合

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪１０２９８

7000020208302

浅麓環境施設組合

長野県小諸市甲１８４５

6000020208311

千曲衛生施設組合

長野県千曲市大字屋代字中島３１１９

5000020208329

松本広域連合

長野県松本市波田４４１７－１

3000020208388

佐久平環境衛生組合

長野県佐久市鍛冶屋４７７

8000020208400

佐久水道企業団

長野県佐久市跡部１０１
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7000020208418

浅麓水道企業団

長野県佐久市岩村田５４２

7000020208434

南信地域町村交通災害共済事務組合

長野県飯田市追手町２丁目６７８

7000020208442

両小野国保病院組合

長野県上伊那郡辰野町大字小野筑３５３

6000020208451

佐久市・北佐久郡環境施設組合

長野県佐久市中込３０５６佐久市役所内

5000020208469

辰野町塩尻市小学校組合

長野県上伊那郡辰野町中央１番地

5000020208485

長野広域連合

長野県長野市松岡２丁目４２番１号

5000020208493

湖周行政事務組合

長野県岡谷市幸町８番１号

9000020208515

東筑摩郡筑北保健衛生施設組合

長野県東筑摩郡筑北村坂北３３６０－２

9000020208523

麻績村筑北村学校組合

長野県東筑摩郡麻績村麻３８３６

9000020208531

安曇野・松本行政事務組合

長野県安曇野市堀金烏川３１８７－１

7000020208566

安曇野市・松本市山林組合

長野県安曇野市豊科６０００番地安曇野市役所内

7000020208574

中信地域町村交通災害共済事務組合

長野県北安曇郡池田町大字池田３２０３－６

2000020208604

穂高広域施設組合

長野県安曇野市穂高北穂高１５８９－２

9000020208647

池田松川施設組合

長野県北安曇郡松川村５７２１－６３６

4000020208701

松塩安筑老人福祉施設組合

長野県松本市波田６８５７

2000020208736

松本市・山形村・朝日村中学校組合

長野県松本市丸の内３－７

2000020208752

湖北行政事務組合

長野県岡谷市幸町８番１号

9000020208787

諏訪市・茅野市衛生施設組合

長野県諏訪市高島１丁目２２－３０
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4000020208809

伊那中央行政組合

長野県伊那市小四郎久保１３１３－１

4000020208825

伊南行政組合

長野県駒ヶ根市赤穂３２３０番地

3000020208850

諏訪中央病院組合

長野県茅野市玉川４３００

2000020208884

塩尻市辰野町中学校組合

長野県塩尻市大門七番町３番３号

5000020208931

北アルプス広域連合

長野県大町市大町１０５８－３３

4000020208949

佐久広域連合

長野県佐久市取出町１８３

4000020208973

下伊那郡町村総合事務組合

長野県飯田市追手町２丁目６７８

3000020209015

長野県上伊那広域水道用水企業団

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪２１３４－３２

1000020209058

佐久市・軽井沢町清掃施設組合

長野県佐久市中込２８８０

1000020209066

南佐久環境衛生組合

長野県南佐久郡佐久穂町大字宿岩３０６

5000020209112

六ケ郷用水組合

長野県千曲市上山田温泉４丁目１５番１

4000020209121

高山村外一市一町財産組合

長野県上高井郡高山村大字高井４９７２

3000020209147

下伊那北部総合事務組合

長野県下伊那郡豊丘村大字神稲３１２０

3000020209171

東北信市町村交通災害共済事務組合

長野県長野市大字西長野加茂北１４３－８

7000020209201

北部衛生施設組合

長野県上水内郡信濃町大字野尻２５５３－３

6000020209210

長水部分林組合

長野県長野市戸隠豊岡１５５４

5000020209244

岳南広域消防組合

長野県中野市大字江部１３２４－２

5000020209252

長野県市町村自治振興組合

長野県長野市大字西長野字加茂北１４３－８
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3000020209279

木曽広域連合

長野県木曽郡木曽町日義４８９８－３７

3000020209287

南信州広域連合

長野県飯田市追手町２丁目６７８

3000020209295

長野県地方税滞納整理機構

長野県千曲市大字屋代１８８１

7000020209317

依田窪医療福祉事務組合

長野県小県郡長和町古町２８５７

7000020209333

上伊那広域連合

長野県伊那市荒井３５００－１

5000020209368

須高行政事務組合

長野県須坂市大字小山字布田２１０４－３６

5000020209392

下伊那郡土木技術センター組合

長野県飯田市追手町２丁目６７８

9000020209406

上田地域広域連合

長野県上田市上丸子１６１２

9000020209422

岳北広域行政組合

長野県飯山市大字飯山３６９０－１

8000020209431

小海町北相木村南相木村中学校組合

長野県南佐久郡小海町大字豊里２８５番地

7000020209449

長野県市町村総合事務組合

長野県長野市大字西長野加茂北１４３－８

7000020209457

長野県民交通災害共済組合

長野県長野市大字西長野加茂北１４３－８

7000020209473

松塩筑木曽老人福祉施設組合

長野県塩尻市大字広丘郷原１６８３番地１

6000020209490

北信保健衛生施設組合

長野県中野市大字豊津２５０８

9000020209546

千曲坂城消防組合

長野県千曲市大字磯部１２２１

9000020209554

諏訪広域公立大学事務組合

長野県茅野市塚原２丁目６番１号

3000020209601

松塩地区広域施設組合

長野県松本市大字島内７５７６－１

2000020209651

南諏衛生施設組合

長野県諏訪郡富士見町富士見５２４０
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4000020209716

下伊那郡西部衛生施設組合

長野県下伊那郡阿智村駒場４８３

2000020209791

長野県後期高齢者医療広域連合

長野県長野市大字中御所７９－５

6000020209805

北信広域連合

長野県中野市大字豊津２５０８

6000020209813

諏訪広域連合

長野県諏訪市高島１丁目２２－３０

4000020209872

高瀬広域水道企業団

長野県大町市大町３８８７

3000020209881

白馬山麓事務組合

長野県北安曇郡白馬村大字北城７０２５

8000020209902

諏訪南行政事務組合

長野県茅野市塚原２丁目６－１

7000020209911

下伊那自治センター組合

長野県飯田市追手町２丁目６７８

6000020209953

白樺湖下水道組合

長野県茅野市塚原２丁目６－１

5000020209970

下伊那南部総合事務組合

長野県下伊那郡阿南町東條５８－１

4000020209996

安曇野松筑広域環境施設組合

長野県安曇野市豊科田沢７８８１－１

8000020218201

瑞穂市・神戸町水道組合

岐阜県瑞穂市宮田３００－２

7000020218219

岐阜羽島衛生施設組合

岐阜県岐阜市境川５丁目１４７

7000020218227

大垣衛生施設組合

岐阜県大垣市荒川町８５２

7000020218235

可茂衛生施設利用組合

岐阜県可児市塩河８３９

7000020218243

南濃衛生施設利用事務組合

岐阜県養老郡養老町高田１８５９

7000020218391

木曽川右岸地帯水防事務組合

岐阜県羽島郡笠松町新町４２

2000020218405

大垣輪中水防事務組合

岐阜県大垣市丸の内２丁目２９
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1000020218430

揖斐川水防事務組合

岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方１－１

9000020218472

土岐川防災ダム一部事務組合

岐阜県瑞浪市上平町１丁目１

8000020218481

可児川防災等ため池組合

岐阜県可児市下恵土５１６６－１

7000020218499

揖斐郡養基小学校養基保育所組合

岐阜県揖斐郡池田町田中５５５

2000020218537

大垣市・安八郡安八町東安中学校組合

岐阜県安八郡安八町南今ケ渕４００

9000020218588

可児市・御嵩町中学校組合

岐阜県可児郡御嵩町御嵩１２３９－１

2000020218669

岐阜県市町村会館組合

岐阜県岐阜市薮田南５丁目１４－５３

2000020218693

樫原谷林野組合

岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪１３３

6000020218707

足打谷林野組合

岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪１３３

4000020218782

岐阜県市町村職員退職手当組合

岐阜県岐阜市薮田南５丁目１４－５３

3000020218791

不破消防組合

岐阜県不破郡垂井町２４６６－２

7000020218821

美濃加茂市富加町中学校組合

岐阜県加茂郡富加町滝田１５１１

6000020218847

本巣消防事務組合

岐阜県本巣郡北方町加茂１丁目２３

4000020218898

揖斐郡消防組合

岐阜県揖斐郡大野町大字中之元８２４

1000020218901

可茂消防事務組合

岐阜県美濃加茂市加茂川町３丁目７－７

8000020218936

岐阜県地方競馬組合

岐阜県羽島郡笠松町若葉町１２

8000020218944

大垣消防組合

岐阜県大垣市外野３丁目２０－２

8000020218952

西濃環境整備組合

岐阜県揖斐郡大野町大字下座倉１３７５－１
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7000020219002

岐北衛生施設利用組合

岐阜県山県市岩佐１７８６

4000020219070

中濃地域広域行政事務組合

岐阜県関市下有知字赤谷５９６０

3000020219088

中濃消防組合

岐阜県関市西欠ノ下５

6000020219151

西南濃老人福祉施設事務組合

岐阜県不破郡垂井町梅谷６２１－２

5000020219169

東濃西部広域行政事務組合

岐阜県多治見市日ノ出町２丁目１５番地

5000020219177

西南濃粗大廃棄物処理組合

岐阜県養老郡養老町有尾字下池６６３

1000020219321

岐阜地域児童発達支援センター組合

岐阜県岐阜市長良１２７８－１

9000020219339

可茂公設地方卸売市場組合

岐阜県可児市川合６３６

9000020219371

土岐市及び瑞浪市休日急病診療所組合

岐阜県土岐市泉町久尻４７－１６

6000020219606

飛騨農業共済事務組合

岐阜県高山市下岡本町２１１５

5000020219631

あすわ苑老人福祉施設事務組合

岐阜県安八郡安八町中須４１０－１

4000020219649

西美濃さくら苑介護老人保健施設事務組合

岐阜県揖斐郡池田町田中５－１

4000020219657

可茂広域行政事務組合

岐阜県美濃加茂市太田町３４３１－１

4000020219673

東濃農業共済事務組合

岐阜県恵那市大井町１００８－１

3000020219690

中濃地域農業共済事務組合

岐阜県関市栄町３丁目７－２１

6000020219754

安八郡広域連合

岐阜県安八郡安八町中須４１０－１

6000020219762

揖斐広域連合

岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方１－１

5000020219771

もとす広域連合

岐阜県本巣市下真桑１０００番地
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8000020219843

羽島郡広域連合

岐阜県羽島郡笠松町美笠通３丁目２５

8000020219851

古川国府給食センター利用組合

岐阜県高山市国府町山本６１番地１０

7000020219860

岐阜県後期高齢者医療広域連合

岐阜県岐阜市柳津町宮東１丁目１

7000020228052

浜名湖競艇企業団

静岡県湖西市新居町中之郷３７２７－７

5000020228087

牧之原市菊川市学校組合

静岡県牧之原市静波４４７－１牧之原市役所

9000020228109

大井上水道企業団

静岡県島田市金谷東１丁目１２５５－２

9000020228125

小笠老人ホーム施設組合

静岡県掛川市長谷１丁目１番地の１長寿推進課内

9000020228141

養護老人ホームとよおか管理組合

静岡県磐田市国府台５７番地７

8000020228150

相寿園管理組合

静岡県牧之原市静波４４７－１牧之原市役所榛原庁舎内

7000020228168

東遠広域施設組合

静岡県御前崎市池新田５５８５御前崎市役所内

7000020228176

静岡県市町総合事務組合

静岡県静岡市駿河区南町１４－２５エスパティオ５階

7000020228192

三島函南広域行政組合

静岡県三島市北田町４－４７

1000020229601

富士山南東消防組合

静岡県三島市南田町４番４０号

2000020228206

牧之原市御前崎市広域施設組合

静岡県牧之原市笠名１２１２

9000020228249

御殿場市・小山町広域行政組合

静岡県御殿場市萩原４８３御殿場市役所内

9000020228257

東河環境センター

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取３３４９－１

9000020228281

南豆衛生プラント組合

静岡県下田市敷根１３－８

4000020228311

川根地区広域施設組合

静岡県榛原郡川根本町上長尾６２７川根本町役場生活健康課内
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4000020228419

太田川原野谷川治水水防組合

静岡県袋井市新屋１丁目１－１袋井市役所建設課河川係

4000020228427

箱根山御山組合

静岡県田方郡函南町平井７１７－１３函南町役場内

4000020228435

三島市外五ヶ市町箱根山組合

静岡県三島市北田町４－４７三島市役所内

2000020228478

西豆衛生プラント組合

静岡県賀茂郡松崎町宮内３０１－１松崎町生活環境課環境保全係

6000020228516

三島市外三ヶ市町箱根山林組合

静岡県三島市北田町４－４７三島市役所内

6000020228532

裾野市長泉町衛生施設組合

静岡県裾野市深良９６３

5000020228541

箱根山禁伐林組合

静岡県田方郡函南町平井７１７－１３函南町役場内

4000020228591

静岡県芦湖水利組合

静岡県裾野市佐野１０５９裾野市役所内

8000020228613

伊豆市沼津市衛生施設組合

静岡県伊豆市小土肥１４６０－３

8000020228621

箱根山殖産林組合

静岡県田方郡函南町平井７１７－１３函南町役場内

8000020228893

駿東地区交通災害共済組合

静岡県沼津市高島本町１－３県東部総合庁舎内

3000020228923

岳南排水路管理組合

静岡県富士市今泉６５４－１

1000020228958

駿遠学園管理組合

静岡県島田市福用１１２

9000020228991

御前崎市牧之原市学校組合

静岡県御前崎市池新田５５８５御前崎市役所内

9000020229024

東遠学園組合

静岡県菊川市西方４３４５－２

9000020229032

浅羽地域湛水防除施設組合

静岡県袋井市新屋１丁目１－１袋井市役所農政課

8000020229041

浜名学園組合

静岡県湖西市新居町浜名１８５５－３

7000020229075

駿豆学園管理組合

静岡県伊豆市小下田２４９２

47/91

備考

令和2年3月31日 閉鎖

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

7000020229091

袋井市森町広域行政組合

静岡県袋井市岡崎６６３５－１９２

2000020229113

駿東伊豆消防組合

静岡県沼津市寿町２番１０号

4000020229202

中遠広域事務組合

静岡県磐田市新貝５９－１

3000020229211

志太広域事務組合

静岡県藤枝市岡部町岡部６－１

4000020229326

東遠地区聖苑組合

静岡県菊川市西方３４７－１

4000020229334

静岡県大井川広域水道企業団

静岡県島田市相賀１３００

3000020229351

伊豆斎場組合

静岡県下田市東本郷１丁目５－１８下田市役所市民保健課内

2000020229377

吉田町牧之原市広域施設組合

静岡県牧之原市細江６６６４－３

2000020229393

下田地区消防組合

静岡県下田市六丁目１番１４号

4000020229466

中東遠看護専門学校組合

静岡県袋井市上田町２６７－３０

8000020229504

一部事務組合下田メディカルセンター

静岡県下田市六丁目４番４３号

8000020228010

共立蒲原総合病院組合

静岡県富士市中之郷２５００－１

6000020229539

榛原総合病院組合

静岡県牧之原市細江２８８７－１

6000020229547

掛川市・菊川市衛生施設組合

静岡県掛川市満水２３１９番地

6000020229555

東遠工業用水道企業団

静岡県掛川市長谷１丁目１番地の１

6000020229563

静岡県後期高齢者医療広域連合

静岡県静岡市葵区黒金町５９番地の７ニッセイ静岡駅前ビル３階

6000020229571

静岡地方税滞納整理機構

静岡県静岡市葵区追手町９－１８静岡中央ビル６階

5000020229580

掛川市・袋井市病院企業団

静岡県掛川市菖蒲ヶ池１番地の１
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4000020229598

伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合

静岡県伊豆市八幡５００番地の１伊豆市役所中伊豆支所内

2000020238015

名古屋港管理組合

愛知県名古屋市港区港町１－１１

2000020238023

愛知県競馬組合

愛知県名古屋市港区泰明町１丁目１

2000020238031

名古屋競輪組合

愛知県名古屋市中村区中村町字高畑６８

3000020238121

岡崎市額田郡模範造林組合

愛知県岡崎市十王町２丁目９番地

2000020238171

海部南部広域事務組合

愛知県弥富市神戸３丁目２５

9000020238198

公立陶生病院組合

愛知県瀬戸市西追分町１６０

2000020238295

知多中部広域事務組合

愛知県半田市東洋町１丁目６

6000020238309

愛知県市町村職員退職手当組合

愛知県名古屋市中区三の丸２丁目３－２

6000020238325

海部南部水道企業団

愛知県愛西市西條町大池１８０

6000020238333

愛北広域事務組合

愛知県岩倉市野寄町向山７６０

5000020238350

中部知多衛生組合

愛知県知多郡武豊町字壱町田９０－１０

4000020238376

東部知多衛生組合

愛知県知多郡東浦町大字森岡字葭野４１

4000020238384

衣浦衛生組合

愛知県碧南市広見町１丁目１－１

8000020238414

常滑武豊衛生組合

愛知県知多郡武豊町字壱町田２７

8000020238422

蒲郡市幸田町衛生組合

愛知県蒲郡市旭町１７－１

6000020238465

西知多医療厚生組合

愛知県知多市三反田３丁目１－２

6000020238481

尾張東部衛生組合

愛知県尾張旭市晴丘町東３３－１

49/91

備考

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

5000020238490

海部地区環境事務組合

愛知県津島市新開町２丁目２１２

1000020238511

小牧岩倉衛生組合

愛知県小牧市大字野口２８８１－９

8000020238538

知多南部衛生組合

愛知県知多郡南知多町大字内海字樫木７７－１

8000020238546

尾張旭市長久手市衛生組合

愛知県長久手市上川原１－１

6000020238589

刈谷知立環境組合

愛知県刈谷市半城土町東田４６

6000020238597

江南丹羽環境管理組合

愛知県丹羽郡大口町河北１丁目１３１

1000020238635

北名古屋水道企業団

愛知県北名古屋市薬師寺山浦１－１

1000020238643

尾張市町交通災害共済組合

愛知県清須市西田中白山８８

1000020238651

新城北設楽交通災害共済組合

愛知県新城市字東入船６－１

8000020238686

半田常滑看護専門学校管理組合

愛知県半田市東洋町２丁目４５

8000020238694

北設広域事務組合

愛知県北設楽郡設楽町津具字下川原５－１

3000020238708

海部東部消防組合

愛知県あま市七宝町遠島十坪１１９－１

3000020238724

尾三消防組合

愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字曙１８

2000020238741

北名古屋衛生組合

愛知県北名古屋市九之坪五反地８０

1000020238791

海部南部消防組合

愛知県海部郡飛島村大宝５丁目１８２

5000020238805

海部地区水防事務組合

愛知県津島市西柳原町１丁目１４

5000020238821

瀬戸旭看護専門学校組合

愛知県瀬戸市進陶町６－１

3000020238848

尾張東部火葬場管理組合

愛知県小牧市大字大草２００３－１

50/91

備考

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

3000020238872

尾三衛生組合

愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字百々５１－２３

7000020238902

愛知中部水道企業団

愛知県愛知郡東郷町大字和合字北蚊谷２１２

5000020238937

日東衛生組合

愛知県日進市梅森町向江１６３０

4000020238970

知多南部消防組合

愛知県知多郡美浜町大字河和字南橘田１０６－１２６

3000020238988

知北平和公園組合

愛知県大府市桜木町５丁目１１８

3000020238996

五条広域事務組合

愛知県清須市阿原向北５５

2000020239046

海部地区急病診療所組合

愛知県津島市莪原町字郷西３７

2000020239054

春日井小牧看護専門学校管理組合

愛知県春日井市八田町２丁目３８－１

2000020239178

知多北部広域連合

愛知県東海市荒尾町西廻間２－１

4000020239267

丹羽広域事務組合

愛知県丹羽郡大口町河北２丁目２３

4000020239283

衣浦東部広域連合

愛知県刈谷市小垣江町西高根２０４－１

4000020239291

西春日井広域事務組合

愛知県北名古屋市井瀬木狭場１５

8000020239305

愛知県後期高齢者医療広域連合

愛知県名古屋市東区泉１丁目６－５

8000020239321

知多南部広域環境組合

愛知県知多郡武豊町字長尾山２

7000020239330

東三河広域連合

愛知県豊橋市八町通２丁目１６

6000020239348

尾張北部環境組合

愛知県江南市赤童子町大堀９０

5000020248011

四日市港管理組合

三重県四日市市霞２丁目１番地１

6000020248274

三重県多気郡多気町松阪市学校組合

三重県多気郡多気町相可１５８７番地１

51/91

備考

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

8000020248347

わたらい老人福祉施設組合

三重県伊勢市小俣町宮前３８番地

8000020248355

宮川福祉施設組合

三重県多気郡大台町江馬２６０番地

8000020248371

紀南社会福祉施設組合

三重県南牟婁郡御浜町大字下市木３４８７番地

6000020248398

三重県三重郡老人福祉施設組合

三重県三重郡菰野町大字菰野５８３３番地１

3000020248525

紀南病院組合

三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和４７５０番地

3000020248533

朝日町、川越町組合立環境クリーンセンター

三重県四日市市川北町墨縄８２２番地

1000020248592

奥伊勢広域行政組合

三重県多気郡大台町菅合１６２１番地３

5000020248622

朝明広域衛生組合

三重県三重郡川越町大字高松１５０８番地

4000020248631

松阪地区広域衛生組合

三重県松阪市西野々町７２１番地１

3000020248665

菊狭間環境整備施設組合

三重県伊勢市西豊浜町６５４番地

5000020248746

伊賀市・名張市広域行政事務組合

三重県伊賀市馬場１１２８番地

5000020248754

伊賀南部環境衛生組合

三重県伊賀市奥鹿野１９９０番地

4000020248771

三重紀北消防組合

三重県尾鷲市中川２８番４３号

3000020248789

南牟婁清掃施設組合

三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和２０５３番地

7000020248835

松阪地区広域消防組合

三重県松阪市川井町１００１番地１

7000020248851

志摩広域消防組合

三重県志摩市阿児町鵜方３０８０番地

6000020248860

紀南特別養護老人ホーム組合

三重県南牟婁郡紀宝町北檜杖９０番地

7000020248959

桑名広域清掃事業組合

三重県桑名市多度町力尾

52/91

備考

平成28年3月31日 閉鎖

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

備考

7000020248967

志摩広域行政組合

三重県志摩市阿児町神明１５３７番地１

6000020249025

松阪飯多農業共済事務組合

三重県多気郡多気町相可１６８７番地４

8000020249106

三重県市町総合事務組合

三重県津市桜橋２丁目９６番地（三重県自治会館内）

6000020249149

紀勢地区広域消防組合

三重県多気郡大台町佐原７５４番地

6000020249173

荷坂やすらぎ苑組合

三重県度会郡大紀町大内山１４５１番地５

6000020249181

香肌奥伊勢資源化広域連合

三重県多気郡多気町丹生４２９０番地

1000020249203

鳥羽志勢広域連合

三重県志摩市磯部町迫間２２番地

1000020249211

紀北広域連合

三重県北牟婁郡紀北町船津８８１番地３

9000020249220

紀南介護保険広域連合

三重県熊野市井戸町３７１番地（三重県熊野庁舎内）

8000020249262

度会広域連合

三重県度会郡度会町棚橋１２０２番地

7000020249271

鈴鹿亀山地区広域連合

三重県鈴鹿市神戸１丁目１８番１８号（鈴鹿市役所西館）

6000020249289

桑名・員弁広域連合

三重県桑名市大字上之輪新田字永長７０７番地

6000020249297

三泗鈴亀農業共済事務組合

三重県四日市市桜町３６９０番地４

平成29年3月31日 閉鎖

1000020249319

伊勢地域農業共済事務組合

三重県伊勢市御薗町長屋１２２１番地（伊勢市役所御薗総合支所内）

平成29年3月31日 閉鎖

1000020249327

東紀州農業共済事務組合

三重県熊野市井戸町４５０番地１

平成29年3月31日 閉鎖

1000020249335

伊勢広域環境組合

三重県伊勢市西豊浜町６５３番地

1000020249343

三重地方税管理回収機構

三重県津市桜橋３丁目４４６番地３４（三重県津庁舎内）

1000020249351

三重県後期高齢者医療広域連合

三重県津市桜橋２丁目９６番地（三重県自治会館内）

53/91

平成29年3月31日 閉鎖

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

8000020258024

滋賀県市町村職員退職手当組合

滋賀県大津市松本１丁目２－１

9000020258130

彦根市犬上郡営林組合

滋賀県彦根市元町４－２

8000020258148

彦根市、米原市山林組合

滋賀県米原市下多良３丁目３

8000020258156

大滝山林組合

滋賀県犬上郡多賀町大字富之尾１５８６－４

2000020258211

長浜水道企業団

滋賀県長浜市下坂浜町２４８－２２

3000020258318

湖北広域行政事務センター

滋賀県長浜市八幡中山町２００

3000020258326

滋賀県市町村交通災害共済組合

滋賀県大津市京町４丁目３－２８

3000020258334

八日市布引ライフ組合

滋賀県東近江市柴原南町１５９０

2000020258351

滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合

滋賀県大津市松本１丁目２－１

5000020258415

中部清掃組合

滋賀県蒲生郡日野町大字北脇１－１

3000020258458

東近江行政組合

滋賀県東近江市東今崎町５－３３

3000020258474

甲賀広域行政組合

滋賀県甲賀市水口町水口６２１８

4000020258580

湖東広域衛生管理組合

滋賀県犬上郡豊郷町大字八町５００

3000020258598

愛知郡広域行政組合

滋賀県東近江市小八木町１６

5000020258679

公立甲賀病院組合

滋賀県甲賀市水口町松尾１２５６

5000020258695

守山野洲行政事務組合

滋賀県守山市川田町２２３０－３

9000020258717

湖南広域行政組合

滋賀県栗東市小柿３丁目１－１

9000020258741

彦根愛知犬上広域行政組合

滋賀県犬上郡豊郷町大字四十九院１２５２

54/91

備考

令和2年3月31日 閉鎖
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8000020258750

滋賀県市町村職員研修センター

滋賀県大津市におの浜１丁目１－２０

7000020258768

湖北地域消防組合

滋賀県長浜市平方町１１３５

7000020258776

滋賀県後期高齢者医療広域連合

滋賀県大津市京町４丁目３－２８

2000020268020

与謝野町宮津市中学校組合

京都府与謝郡与謝野町字加悦４３３

1000020268038

加茂笠置組合

京都府木津川市木津南垣外１１０番地９

1000020268046

国民健康保険南丹病院組合

京都府南丹市八木町八木上野２５番地

8000020268089

国民健康保険山城病院組合

京都府木津川市木津駅前１丁目２７番地

2000020268160

亀岡市及び南丹市財産区組合

京都府亀岡市安町野々神８番地

1000020268178

船井郡衛生管理組合

京都府南丹市八木町室河原大見谷４７番地

5000020268208

城南衛生管理組合

京都府八幡市八幡沢１

5000020268216

相楽郡西部塵埃処理組合

京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字打越８４

5000020268224

京都府市町村職員退職手当組合

京都府京都市上京区西洞院通下立売上る西大路町１４９の１

3000020268283

乙訓環境衛生組合

京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字南牧方３２

7000020268305

桂川・小畑川水防事務組合

京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８

7000020268313

澱川右岸水防事務組合

京都府京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８

5000020268348

淀川・木津川水防事務組合

京都府宇治市宇治琵琶３３

5000020268364

京都府市町村議会議員公務災害補償等組合

京都府京都市上京区西洞院通下立売上る西大路町１４９の１

8000020268411

相楽中部消防組合

京都府木津川市木津白口１０番地２

55/91

備考
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備考

7000020268445

乙訓福祉施設事務組合

京都府長岡京市井ノ内西ノ口１７の８

6000020268470

宮津与謝消防組合

京都府宮津市字須津４１３番地の２６

5000020268496

相楽郡広域事務組合

京都府木津川市木津上戸１５

1000020268500

京都中部広域消防組合

京都府亀岡市荒塚町１丁目９番１号

9000020268542

京都府自治会館管理組合

京都府京都市上京区西洞院通下立売上る西大路町１４９の１

7000020268569

京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合

京都府京都市上京区西洞院通下立売上る西大路町１４９の１

7000020268577

乙訓消防組合

京都府長岡京市神足芝本９

7000020268585

京都府後期高齢者医療広域連合

京都府京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町６２０

7000020268593

相楽東部広域連合

京都府相楽郡和束町大字中小字平田２３－１

2000020268607

京都地方税機構

京都府京都市上京区下立売通新町西入藪之内町京都府庁旧本館２Ｆ

2000020268615

宮津与謝環境組合

京都府与謝郡与謝野町字岩滝１７９８番地１

3000020278084

恩智川水防事務組合

大阪府八尾市荘内町２丁目１番３６号

3000020278092

淀川左岸水防事務組合

大阪府枚方市三矢町６番１１号

7000020278106

大和川右岸水防事務組合

大阪府大阪市住吉区遠里小野７丁目８番１８号

7000020278114

泉州水防事務組合

大阪府堺市堺区南瓦町３番１号堺市役所土木部内

7000020278122

淀川右岸水防事務組合

大阪府大阪市淀川区新北野１丁目１１番１１号

5000020278149

守口市門真市消防組合

大阪府門真市殿島町７番１号

5000020278157

枚方寝屋川消防組合

大阪府枚方市新町１丁目７番１１号

56/91
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一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

5000020278165

柏原羽曳野藤井寺消防組合

大阪府藤井寺市青山３丁目６１３番地の８

9000020278203

泉北水道企業団

大阪府和泉市王子町（官有地内）

7000020278246

八尾市柏原市火葬場組合

大阪府八尾市高美町５丁目２番２号

7000020278254

泉大津市、和泉市墓地組合

大阪府泉大津市東雲町９番１２号

7000020278262

高石市泉大津市墓地組合

大阪府高石市加茂４丁目１番１号高石市役所総務部市民課

6000020278271

豊中市伊丹市クリーンランド

大阪府豊中市原田西町２番１号

5000020278289

泉北環境整備施設組合

大阪府高石市取石６丁目９番４０号

9000020278319

柏羽藤環境事業組合

大阪府柏原市円明町６６６番地

9000020278327

飯盛霊園組合

大阪府四條畷市大字下田原４４８番地

9000020278335

泉佐野市田尻町清掃施設組合

大阪府泉佐野市６７８０番地

9000020278343

東大阪都市清掃施設組合

大阪府東大阪市水走４丁目６番２５号

9000020278351

四條畷市交野市清掃施設組合

大阪府交野市大字私市３０２９番地１

8000020278360

岸和田市貝塚市清掃施設組合

大阪府岸和田市岸之浦町１番地の２

7000020278378

南河内環境事業組合

大阪府富田林市大字甘南備２３４５番地

7000020278386

泉南清掃事務組合

大阪府阪南市尾崎町５３２番地

2000020278408

大阪府都市競艇企業団

大阪府大阪市住之江区泉１丁目１番７１号

3000020278530

藤井寺市柏原市学校給食組合

大阪府藤井寺市船橋町９番地の１

9000020278599

豊能郡環境施設組合

大阪府豊能郡豊能町余野２６番地
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4000020278645

くすのき広域連合

大阪府守口市大宮通１丁目１３番７号守口市市民保健センター内

4000020278661

北河内４市リサイクル施設組合

大阪府寝屋川市寝屋南１丁目７番１号

3000020278670

大阪府後期高齢者医療広域連合

大阪府大阪市中央区常盤町１丁目３番８号

2000020278688

大阪広域水道企業団

大阪府大阪市中央区谷町２丁目３番１２号

2000020278696

関西広域連合

大阪府大阪市北区中之島５丁目３番５１号大阪府立大阪国際会議場１１Ｆ

7000020278700

泉州南消防組合

大阪府泉佐野市りんくう往来北１番地の２０

6000020278718

大東四條畷消防組合

大阪府大東市新町１３番３５号

6000020278726

大阪広域環境施設組合

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５番１号あべのルシアス１２階

6000020278734

枚方京田辺環境施設組合

大阪府枚方市大字尊延寺２９４９番地

9000020288012

兵庫県市町村職員退職手当組合

兵庫県神戸市中央区下山手通４丁目１６－３

7000020288047

阪神水道企業団

兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目２０－１

2000020288101

北播衛生事務組合

兵庫県加東市西古瀬字戸サキ１１６９

9000020288128

北播磨こども発達支援センター事務組合わかあ
ゆ園

兵庫県加東市下滝野１２８３－１

7000020288179

揖龍保健衛生施設事務組合

兵庫県たつの市揖西町前地５１３－１

7000020288195

加古川市外２市共有公会堂事務組合

兵庫県加古川市加古川町北在家２０００番地

2000020288209

市川町外三ケ市町共有財産事務組合

兵庫県神崎郡市川町上瀬加８４１－２

2000020288241

公立豊岡病院組合

兵庫県豊岡市戸牧１０９４

9000020288268

洲本市・南あわじ市山林事務組合

兵庫県洲本市本町３丁目４－１０
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9000020288284

南あわじ市・洲本市小中学校組合

兵庫県南あわじ市市善光寺２２番地１

9000020288292

北播磨清掃事務組合

兵庫県西脇市富吉南町２６２－１

6000020288535

中播衛生施設事務組合

兵庫県神崎郡福崎町南田原４５７

8000020288624

公立八鹿病院組合

兵庫県養父市八鹿町八鹿１８７８－１

6000020288691

氷上多可衛生事務組合

兵庫県丹波市山南町南中字坂ノ下４５

3000020288802

兵庫県市町交通災害共済組合

兵庫県神戸市中央区下山手通４丁目１６－３

2000020288811

兵庫県町議会議員公務災害補償組合

兵庫県神戸市中央区下山手通４丁目１６－３

4000020288900

洲本市・南あわじ市衛生事務組合

兵庫県南あわじ市広田広田１１７４

9000020289027

加古郡衛生事務組合

兵庫県加古郡播磨町新島６０

9000020289035

播磨内陸医務事業組合

兵庫県加東市家原８１２－１

9000020289043

淡路広域行政事務組合

兵庫県洲本市港２番２６号

9000020289051

南但広域行政事務組合

兵庫県養父市堀畑５５０

8000020289060

淡路広域消防事務組合

兵庫県洲本市塩屋１丁目２－３２

7000020289086

西播磨水道企業団

兵庫県相生市双葉１丁目４－２１

9000020289191

丹波少年自然の家事務組合

兵庫県丹波市青垣町西芦田イケ２０３２－２

4000020289205

西脇多可行政事務組合

兵庫県西脇市黒田庄町前坂２１６３

4000020289213

安室ダム水道用水供給企業団

兵庫県赤穂郡上郡町大持２７８

4000020289221

兵庫県競馬組合

兵庫県神戸市中央区下山手通５丁目１０－１
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3000020289230

美方郡広域事務組合

兵庫県美方郡新温泉町湯９０４－２

2000020289256

中播北部行政事務組合

兵庫県神崎郡神河町福本１２４７－６０

2000020289264

姫路福崎斎苑施設事務組合

兵庫県姫路市香寺町土師３３３

2000020289272

淡路広域水道企業団

兵庫県南あわじ市神代浦壁７９２－６

4000020289329

小野加東加西環境施設事務組合

兵庫県小野市天神町５３８－１

4000020289337

揖龍地区農業共済事務組合

兵庫県たつの市龍野町堂本３８－１

6000020289418

赤相農業共済事務組合

兵庫県赤穂市加里屋８１

4000020289485

中播農業共済事務組合

兵庫県姫路市香寺町中屋１４

8000020289515

くれさか環境事務組合

兵庫県姫路市夢前町宮置８０３

6000020289558

北但行政事務組合

兵庫県豊岡市竹野町坊岡９４３

6000020289566

但馬広域行政事務組合

兵庫県豊岡市中央町２－４

5000020289591

小野加東広域事務組合

兵庫県小野市鹿野町１８４９－５

1000020289604

東播磨農業共済事務組合

兵庫県加古川市加古川町北在家２０００番地

1000020289612

播磨高原広域事務組合

兵庫県赤穂郡上郡町光都３丁目５－１

8000020289671

猪名川上流広域ごみ処理施設組合

兵庫県川西市国崎字小路１３

3000020289701

にしはりま環境事務組合

兵庫県佐用郡佐用町三ツ尾４８３－１０

2000020289710

兵庫県後期高齢者医療広域連合

兵庫県神戸市中央区三宮町１丁目９－１－１２０１

1000020289736

北播磨総合医療センター企業団

兵庫県小野市市場町９２６番地の２５０
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1000020289752

北はりま消防組合

兵庫県加東市下滝野１２６９－２

9000020289761

西はりま消防組合

兵庫県たつの市揖保川町正條２７９－１

2000020298026

川西町・三宅町式下中学校組合

奈良県磯城郡三宅町大字伴堂６８９

9000020298085

老人福祉施設三室園組合

奈良県生駒郡三郷町勢野西１丁目１－１

9000020298093

奈良県葛城地区清掃事務組合

奈良県御所市大字僧堂３３３

4000020298107

宇陀衛生一部事務組合

奈良県宇陀市大宇陀和田２６２

4000020298131

奥山組合

奈良県宇陀市室生大野１６４１

3000020298140

青葉山組合

奈良県山辺郡山添村大字大西１５１

2000020298166

神野山組合

奈良県山辺郡山添村大字大西１５１

5000020298221

西和衛生試験センター組合

奈良県北葛城郡上牧町片岡台３丁目３－２

4000020298239

上下北山衛生一部事務組合

奈良県吉野郡下北山村大字寺垣内９８３

2000020298182

奈良県市町村総合事務組合

奈良県橿原市大久保町３０２－１

3000020298280

香芝・王寺環境施設組合

奈良県香芝市尼寺６１５

7000020298310

王寺周辺広域休日応急診療施設組合

奈良県生駒郡斑鳩町稲葉車瀬２丁目５－１８

6000020298344

吉野広域行政組合

奈良県吉野郡吉野町大字立野７６７－２

6000020298352

山辺環境衛生組合

奈良県山辺郡山添村大字大西１５１

5000020298361

曽爾御杖行政一部事務組合

奈良県宇陀郡御杖村大字菅野３７０

8000020298417

国保中央病院組合

奈良県磯城郡田原本町大字宮古４０４－１
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8000020298425

葛城広域行政事務組合

奈良県大和高田市西町１－１１

8000020298433

南和広域衛生組合

奈良県吉野郡大淀町大字芦原１８５

8000020298441

東宇陀環境衛生組合

奈良県宇陀市室生大野３７８３

7000020298450

奈良広域水質検査センター組合

奈良県御所市大字戸毛３６７－２

6000020298468

飛鳥広域行政事務組合

奈良県橿原市八木町１丁目１－１８

6000020298484

桜井宇陀広域連合

奈良県桜井市大字初瀬１６２６－１

6000020298492

静香苑環境施設組合

奈良県北葛城郡王寺町畠田１丁目１５３－１

1000020298506

奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合

奈良県橿原市八木町１丁目７－３６

1000020298514

奈良県後期高齢者医療広域連合

奈良県橿原市大久保町３０２－１

1000020298522

やまと広域環境衛生事務組合

奈良県御所市大字栗阪２９３番地

9000020298531

南和広域医療企業団

奈良県吉野郡大淀町大字福神８番１

8000020298549

奈良県広域消防組合

奈良県橿原市慈明寺町１４９－３

8000020298557

山辺・県北西部広域環境衛生組合

奈良県天理市川原城町６０５

8000020298565

さくら広域環境衛生組合

奈良県吉野郡大淀町大字桧垣本２０９０

5000020308013

和歌山県市町村総合事務組合

和歌山県和歌山市茶屋ノ丁２－１

3000020308056

国民健康保険野上厚生病院組合

和歌山県海草郡紀美野町小畑１９８

3000020308072

那賀児童福祉施設組合

和歌山県紀の川市粉河１１８０

2000020308081

那賀老人福祉施設組合

和歌山県紀の川市粉河２５１３
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1000020308099

公立那賀病院経営事務組合

和歌山県紀の川市打田１２８２

7000020308102

那賀広域事務組合

和歌山県岩出市中迫１５４

6000020308111

那賀衛生環境整備組合

和歌山県紀の川市桃山町調月１２

5000020308137

橋本伊都衛生施設組合

和歌山県橋本市学文路１７２

5000020308145

伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合

和歌山県橋本市隅田町河瀬９０７

5000020308161

有田衛生施設事務組合

和歌山県有田郡湯浅町大字湯浅２３５０

4000020308170

有田聖苑事務組合

和歌山県有田郡有田川町大字吉見３８５－１

6000020308251

御坊市日高川町中学校組合

和歌山県日高郡日高川町大字土生１６０

5000020308285

御坊市外五ヶ町病院経営事務組合

和歌山県御坊市薗１１６－２

5000020308293

御坊日高老人福祉施設事務組合

和歌山県日高郡美浜町大字和田１１３８－１８０

6000020308391

公立紀南病院組合

和歌山県田辺市新庄町４６－７０

2000020308412

紀南地方老人福祉施設組合

和歌山県西牟婁郡白浜町中１６５２

9000020308447

富田川治水組合

和歌山県西牟婁郡上富田町朝来７６３

9000020308455

串本町古座川町衛生施設事務組合

和歌山県東牟婁郡串本町西向３５９

9000020308463

大辺路衛生施設組合

和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見４０８９

8000020308480

紀南学園事務組合

和歌山県新宮市新宮８０１８

4000020308501

紀南環境衛生施設事務組合

和歌山県新宮市新宮８００２－９

3000020308510

東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合

和歌山県東牟婁郡太地町大字太地１７７０－１５
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1000020308561

那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字市屋１０５４－９

4000020308617

紀南地方児童福祉施設組合

和歌山県西牟婁郡白浜町３１４８－３８

4000020308633

新宮周辺広域市町村圏事務組合

和歌山県新宮市佐野２１１７－２

4000020308641

御坊広域行政事務組合

和歌山県御坊市湯川町財部６５１

2000020308668

田辺周辺広域市町村圏組合

和歌山県田辺市朝日ヶ丘２３－１

2000020308684

上大中清掃施設組合

和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬１８６２

6000020308706

海南海草老人福祉施設事務組合

和歌山県海草郡紀美野町下佐々１４０８－７

6000020308722

有田郡老人福祉施設事務組合

和歌山県有田郡湯浅町大字吉川１６０

4000020308773

那賀消防組合

和歌山県岩出市中迫１５４

4000020308781

那賀休日急患診療所経営事務組合

和歌山県紀の川市西大井３３８

8000020308803

有田周辺広域圏事務組合

和歌山県有田市箕島５０

8000020308811

田辺市周辺衛生施設組合

和歌山県田辺市新庄町１１７７－３

6000020308838

伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合

和歌山県伊都郡九度山町大字九度山６１７

6000020308846

富田川衛生施設組合

和歌山県西牟婁郡白浜町１６００

6000020308862

海南海草環境衛生施設組合

和歌山県海南市築地１－１２

5000020308871

伊都消防組合

和歌山県伊都郡かつらぎ町大字妙寺１２６－１２

4000020308889

湯浅広川消防組合

和歌山県有田郡湯浅町大字青木６７０番地

4000020308897

五色台広域施設組合

和歌山県海草郡紀美野町国木原５７７－４
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9000020308901

日高広域消防事務組合

和歌山県日高郡日高町大字萩原９３０－１

8000020308935

橋本周辺広域市町村圏組合

和歌山県橋本市市脇１丁目１－６

8000020308943

和歌山地方税回収機構

和歌山県和歌山市茶屋ノ丁２－１

8000020308951

和歌山県後期高齢者医療広域連合

和歌山県和歌山市吹上２丁目１－２２

7000020308960

和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合

和歌山県御坊市島３５６－１

6000020308978

紀の海広域施設組合

和歌山県紀の川市桃山町最上１２９０番地９４

6000020308986

紀南環境広域施設組合

和歌山県田辺市元町２２９１－６

7000020318043

鳥取県町村消防災害補償組合

鳥取県鳥取市東町１丁目２７１（鳥取県庁第２庁舎８階）

7000020318051

米子市日吉津村中学校組合

鳥取県米子市加茂町１丁目１（米子市役所内）

5000020318086

鳥取県町村総合事務組合

鳥取県鳥取市東町１丁目２７１（県庁第２庁舎

9000020318124

日野町江府町日南町衛生施設組合

鳥取県日野郡江府町大字江尾４７５（江府町役場内）

2000020318213

境港管理組合

鳥取県境港市大正町２１５（みなとさかい交流館）

9000020318256

南部町・伯耆町清掃施設管理組合

鳥取県西伯郡南部町法勝寺３７７－１（南部町役場内）

9000020318272

鳥取県東部広域行政管理組合

鳥取県鳥取市鍛冶町１８番地２

7000020318299

鳥取県西部広域行政管理組合

鳥取県米子市淀江町西原１１２９－１（米子市淀江支所内）

4000020318302

八頭環境施設組合

鳥取県鳥取市河原町渡一木２７７

2000020318337

玉井斎場管理組合

鳥取県境港市上道町３０００番地（境港市役所内）

2000020318345

日野病院組合

鳥取県日野郡日野町野田３３２
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2000020318353

鳥取中部ふるさと広域連合

鳥取県東伯郡北栄町土下１１２番地

1000020318370

南部箕蚊屋広域連合

鳥取県西伯郡南部町法勝寺３７７－１（南部町役場内）

9000020318388

鳥取県後期高齢者医療広域連合

鳥取県東伯郡湯梨浜町大字龍島５００番地（湯梨浜町役場東郷庁舎２階）

5000020328341

斐川宍道水道企業団

島根県出雲市斐川町上庄原１７４９－１

8000020328413

鹿足郡事務組合

島根県鹿足郡津和野町日原５４－２５

8000020328421

鹿足郡養護老人ホーム組合

島根県鹿足郡吉賀町六日市７５０

6000020328456

島前町村組合

島根県隠岐郡西ノ島町大字美田２０７１－１

8000020328529

益田地区広域市町村圏事務組合

島根県益田市常盤町１－１

8000020328553

江津邑智消防組合

島根県江津市渡津町９６１－１９

1000020328642

浜田市江津市旧有福村有財産共同管理組合

島根県江津市江津町１５２５

2000020328740

鹿足郡不燃物処理組合

島根県鹿足郡吉賀町六日市７５０

1000020328766

雲南市・飯南町事務組合

島根県雲南市掛合町掛合１２６１－３

3000020328847

島根県市町村総合事務組合

島根県松江市殿町８－３

3000020328871

邑智郡公立病院組合

島根県邑智郡邑南町中野３８４８－２

2000020328880

邑智郡総合事務組合

島根県邑智郡川本町大字川本３３２－１５

6000020328910

浜田地区広域行政組合

島根県江津市波子町ロ３２１－１

5000020328936

雲南広域連合

島根県雲南市木次町里方１１００－６

5000020328944

隠岐広域連合

島根県隠岐郡隠岐の島町都万２０１６
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4000020328961

島根県後期高齢者医療広域連合

島根県松江市殿町８－３

4000020338028

八ヶ郷合同用水組合

岡山県倉敷市西中新田６４０

4000020338036

高梁川東西用水組合

岡山県倉敷市酒津２８２６

4000020338052

旭東用排水組合

岡山県瀬戸内市邑久町尾張３００－１

6000020338125

竹川組合

岡山県浅口市金光町占見新田７５１

6000020338141

湛井十二箇郷組合

岡山県総社市井尻野８９８

4000020338168

大正池水利組合

岡山県岡山市北区富吉１４０１－３２

4000020338176

田原用水組合

岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸４５

4000020338184

六ヶ郷組合

岡山県倉敷市西中新田６４０

4000020338192

四ヶ郷組合

岡山県倉敷市西中新田６４０

8000020338206

西一郷半組合

岡山県倉敷市西中新田６４０

8000020338214

三ヶ村組合

岡山県倉敷市西中新田６４０

5000020338290

岡山県笠岡市・矢掛町中学校組合

岡山県笠岡市中央町１－１

1000020338419

備南水道企業団

岡山県倉敷市西中新田６４０

1000020338427

岡山県南部水道企業団

岡山県倉敷市西阿知町２４７－１

1000020338451

岡山県西南水道企業団

岡山県笠岡市十一番町４－１

9000020338460

神崎衛生施設組合

岡山県岡山市東区神崎町２６７６

8000020338478

備南衛生施設組合

岡山県倉敷市茶屋町１９１９
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8000020338494

勝英衛生施設組合

岡山県勝田郡勝央町小矢田３１－２

3000020338508

岡山県西部衛生施設組合

岡山県笠岡市平成町１００

3000020338516

旭川中部衛生施設組合

岡山県岡山市北区御津鹿瀬６５０

3000020338524

和気・赤磐し尿処理施設一部事務組合

岡山県和気郡和気町本２

1000020338559

岡山県西部環境整備施設組合

岡山県浅口郡里庄町大字新庄３６５５

1000020338567

和気北部衛生施設組合

岡山県和気郡和気町尺所５５５

1000020338591

倉敷西部清掃施設組合

岡山県倉敷市玉島道越８８８－１

5000020338605

岡山市久米南町国民健康保険病院組合

岡山県岡山市北区建部町福渡１０００

8000020338800

和気老人ホーム組合

岡山県和気郡和気町藤野１０２５

5000020338869

岡山県市町村税整理組合

岡山県岡山市北区今２丁目２－１

7000020338958

岡山市久米南町衛生施設組合

岡山県久米郡久米南町下弓削５０２－１

7000020338966

岡山県中部環境施設組合

岡山県真庭市宮地６３１－３

7000020338974

岡山県井原地区清掃施設組合

岡山県井原市木之子町２１９２－１

7000020338982

津山圏域衛生処理組合

岡山県津山市川崎４５８

6000020339024

津山圏域東部衛生施設組合

岡山県勝田郡奈義町上町川１８６

平成28年3月31日 閉鎖

5000020339041

津山圏域西部衛生施設組合

岡山県津山市中北下３６５

平成28年3月31日 閉鎖

4000020339083

笠岡地区消防組合

岡山県笠岡市十一番町４－３

8000020339121

久米老人ホーム組合

岡山県久米郡美咲町打穴下１７６６
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7000020339130

総社広域環境施設組合

岡山県総社市中央１丁目１－１

6000020339156

井原地区消防組合

岡山県井原市七日市町３２１６

6000020339164

津山圏域消防組合

岡山県津山市林田９５

6000020339172

勝田郡老人福祉施設組合

岡山県津山市市場２１５１

4000020339199

東備消防組合

岡山県備前市西片上２０３９

1000020339202

岡山県西部地区養護老人ホーム組合

岡山県笠岡市神島外浦１－１

8000020339253

備南競艇事業組合

岡山県総社市中央１丁目１－１

8000020339261

美作養護老人ホーム組合

岡山県美作市川北１０８９

7000020339270

柵原、吉井、英田火葬場施設組合

岡山県久米郡美咲町久木２００－８

1000020339326

柵原吉井特別養護老人ホーム組合

岡山県久米郡美咲町吉ケ原８３８

8000020339369

岡山県広域水道企業団

岡山県岡山市東区寺山６５０

8000020339377

井笠地区農業共済事務組合

岡山県小田郡矢掛町矢掛２９７９－１

8000020339385

津山広域事務組合

岡山県津山市山下９２－１

3000020339407

勝英農業共済事務組合

岡山県勝田郡勝央町勝間田２０１

3000020339423

東備農業共済事務組合

岡山県和気郡和気町和気４３８－１０

3000020339431

倉敷地区農業共済事務組合

岡山県倉敷市美和１丁目１３－３３

1000020339466

高梁地域事務組合

岡山県高梁市段町７４８

1000020339474

津山地区農業共済事務組合

岡山県津山市新野東５６７
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3000020339555

岡山県市町村総合事務組合

岡山県岡山市北区今２丁目２－１

3000020339571

岡山県後期高齢者医療広域連合

岡山県岡山市北区今２丁目２－１

1000020339598

津山圏域資源循環施設組合

岡山県津山市領家１４４６

2000020348210

世羅中央病院企業団

広島県世羅郡世羅町大字本郷９１８－３

1000020348392

安芸地区衛生施設管理組合

広島県安芸郡坂町２１３２２－１１

5000020348422

山県郡西部衛生組合

広島県山県郡安芸太田町大字穴１４９７－１

3000020348457

甲世衛生組合

広島県世羅郡世羅町大字川尻１０７８１－１１

5000020348546

広島県海田高等学校財産組合

広島県安芸郡海田町上市１４－１８

5000020348562

広島県市町総合事務組合

広島県広島市中区鉄砲町４－１

3000020348597

宮島ボートレース企業団

広島県廿日市市宮島口１丁目１５－６０

6000020348660

備北地区消防組合

広島県三次市十日市中３丁目１－２１

7000020348767

三原広域市町村圏事務組合

広島県三原市港町３丁目５－１

2000020348821

世羅三原斎場組合

広島県世羅郡世羅町大字西上原１２３－１

8000020349054

福山地区消防組合

広島県福山市沖野上町５丁目１３－８

6000020349089

芸北広域環境施設組合

広島県山県郡北広島町有田１２３４

1000020349135

広島中部台地土地改良施設管理組合

広島県世羅郡世羅町大字徳市６８８－２

8000020349178

広島県後期高齢者医療広域連合

広島県広島市中区東白島町１９－４９

8000020349186

広島中央環境衛生組合

広島県東広島市西条町上三永１０７６６－１
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1000020358045

周南地区福祉施設組合

山口県周南市五月町１２番２号

1000020358053

養護老人ホーム秋楽園組合

山口県山口市秋穂東３９９３番地

8000020358096

養護老人ホーム長生園組合

山口県山陽小野田市大字埴生２１５６番地２

3000020358126

玖珂地方老人福祉施設組合

山口県岩国市玖珂町６３８２番地

3000020358274

豊浦大津環境浄化組合

山口県下関市豊北町大字神田１６３６番地

3000020358282

玖西環境衛生組合

山口県岩国市玖珂町１４０１番１

7000020358304

周東環境衛生組合

山口県柳井市南浜４丁目５番１３号

7000020358312

美祢市萩市競艇組合

山口県美祢市大嶺町東分３２６番地１美祢市役所内

6000020358321

田布施・平生水道企業団

山口県熊毛郡田布施町大字下田布施３４３０番２

5000020358347

熊南総合事務組合

山口県熊毛郡平生町大字曽根４３３－３

5000020358371

周南地区衛生施設組合

山口県下松市大字河内３４０番地

7000020358436

柳井地区広域消防組合

山口県柳井市南町５丁目４番１号

6000020358461

光地区消防組合

山口県光市光井６丁目１６番１号

5000020358487

岩国地区消防組合

山口県岩国市愛宕町１丁目４番１号

9000020358517

周陽環境整備組合

山口県岩国市玖珂町字奥ケ迫４４１０番地２

7000020358592

周南東部環境施設組合

山口県光市大字岩田１２０４番地３

2000020358614

柳井地域広域水道企業団

山口県柳井市日積１３８５４番地

9000020358673

宇部・阿知須公共下水道組合

山口県山口市阿知須５０９番９阿知須浄化センター内
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備考

平成29年3月31日 閉鎖

平成29年3月31日 閉鎖

平成28年3月31日 閉鎖

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

8000020358690

山口県市町総合事務組合

山口県山口市大手町９番１１号山口県自治会館内

4000020358703

山口県後期高齢者医療広域連合

山口県山口市大手町９番１１号山口県自治会館内

2000020358738

萩・長門清掃一部事務組合

山口県萩市大字江向５１０番地萩市役所内

2000020358746

宇部・山陽小野田消防組合

山口県宇部市港町２丁目３番３０号

5000020368032

西阿老人ホーム組合

徳島県美馬市脇町字国見丸３０－２

7000020368121

海部老人ホーム町村組合

徳島県海部郡牟岐町大字中村字清水１２０

5000020368148

老人ホーム福寿荘組合

徳島県阿南市畭町亀崎９３－７

5000020368156

美馬西部共立火葬場組合

徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦１－３つるぎ町役場内

4000020368181

吉野川環境整備組合

徳島県美馬市穴吹町三島字小島１３０１吉野川浄園内

3000020368199

海部郡衛生処理事務組合

徳島県海部郡牟岐町大字内妻字白木１３９－１

7000020368229

阿北火葬場管理組合

徳島県阿波市市場町香美字西原１５－１

7000020368245

阿北環境整備組合

徳島県阿波市市場町市場字岸ノ下２５４－２地先

7000020368261

美馬環境整備組合

徳島県美馬市脇町新町字鴨地２２２

6000020368270

三好東部火葬場管理組合

徳島県三好郡東みよし町昼間３６７３－１東みよし町役場三好庁舎内

5000020368296

徳島県市町村議会議員公務災害補償等組合

徳島県徳島市幸町３丁目５５自治会館内

9000020368318

美馬西部消防組合

徳島県美馬市美馬町字天神１１９

9000020368334

松茂町ほか二町競艇事業組合

徳島県板野郡松茂町広島字東裏３０松茂町役場内

8000020368351

美馬西部学校給食センター組合

徳島県美馬郡つるぎ町貞光字馬出１１７給食センター内
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備考

平成31年3月31日 閉鎖

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

7000020368377

美馬西部特別養護老人ホーム組合

徳島県美馬郡つるぎ町半田字松生１５０－１

2000020368415

板野東部消防組合

徳島県板野郡北島町北村字大開１１－１

2000020368423

板野東部青少年育成センター組合

徳島県板野郡松茂町広島字東裏３０松茂町役場内

9000020368466

美馬地区広域行政組合

徳島県美馬市美馬町字天神１２１

4000020368504

阿北特別養護老人ホーム組合

徳島県阿波市市場町市場字岸ノ下１９０－３

4000020368512

板野西部消防組合

徳島県板野郡板野町羅漢字前田３５

2000020368571

小松島市外三町村衛生組合

徳島県小松島市立江町字大田ノ浦６７－１

6000020368601

中央広域環境施設組合

徳島県阿波市吉野町西条字藤原７０－１中央広域環境センター内

5000020368610

海部郡特別養護老人ホーム事務組合

徳島県海部郡海陽町大里字松原３３－３

4000020368636

名西消防組合

徳島県名西郡石井町高川原字高川原６６－８

4000020368644

徳島県市町村総合事務組合

徳島県徳島市幸町３丁目５５自治会館内

4000020368652

板野西部青少年補導センター組合

徳島県板野郡板野町大寺字亀山西１６９－５町民センター内

5000020369055

那賀川北岸地域湛水防除施設組合

徳島県阿南市富岡町トノ町１２－３阿南市役所内

5000020369063

海部消防組合

徳島県海部郡牟岐町大字川長字新光寺９８－１

4000020369080

徳島中央広域連合

徳島県吉野川市鴨島町上下島２１－１

9000020369101

みよし広域連合

徳島県三好市池田町マチ２４２９－１

8000020369110

徳島県後期高齢者医療広域連合

徳島県徳島市川内町平石若松７８－１

7000020378046

まんのう町外二ケ市町（十郷地区）山林組合

香川県仲多度郡まんのう町吉野下４３０まんのう町役場内
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備考

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

7000020378054

まんのう町外三ケ市町山林組合

香川県仲多度郡まんのう町吉野下４３０まんのう町役場内

7000020378062

まんのう町外三ケ市町（七箇地区）山林組合

香川県仲多度郡まんのう町吉野下４３０まんのう町役場内

5000020378097

伝法川防災溜池事業組合

香川県小豆郡土庄町甲５５９－２土庄町役場内

9000020378127

三豊総合病院企業団

香川県観音寺市豊浜町姫浜７０８三豊総合病院内

3000020378330

三観衛生組合

香川県観音寺市豊浜町和田浜１６２６－１

1000020378381

香川県三豊市観音寺市学校組合

香川県三豊市高瀬町下勝間２３７３－１

2000020378488

香川県市町総合事務組合

香川県高松市福岡町２丁目３－２香川県自治会館内

6000020378526

香川県中部広域競艇事業組合

香川県丸亀市富士見町４丁目１－１丸亀市ボートレース事業局内

6000020378542

仲多度南部消防組合

香川県仲多度郡琴平町五条３１３

4000020378585

大川広域行政組合

香川県さぬき市津田町津田１１２－３３

8000020378607

さぬき市・三木町山林組合

香川県さぬき市志度５３８５－８さぬき市役所内

8000020378615

東かがわ市外一市一町組合

香川県東かがわ市湊１８４７－１東かがわ市役所内

7000020378640

三観広域行政組合

香川県観音寺市坂本町１丁目１－７

6000020378666

小豆地区広域行政事務組合

香川県小豆郡土庄町渕崎甲２１５５－１

6000020378674

中讃広域行政事務組合

香川県仲多度郡多度津町堀江５丁目１１

5000020378691

坂出、宇多津広域行政事務組合

香川県綾歌郡宇多津町２９１５

1000020378828

香川県東部清掃施設組合

香川県さぬき市長尾東３０１３

1000020378836

三木・長尾葬斎組合

香川県木田郡三木町大字氷上３１０三木町役場内
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備考

平成29年3月31日 閉鎖

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

9000020378861

香川県後期高齢者医療広域連合

香川県高松市福岡町２丁目３－２香川県自治会館内

8000020378879

小豆島中央病院企業団

香川県小豆郡小豆島町池田２０６０－１小豆島中央病院内

8000020378887

香川県広域水道企業団

香川県高松市番町１丁目８番１５号

4000020388262

松山衛生事務組合

愛媛県松山市三番町６丁目６－１松山市役所第４別館内

2000020388289

愛媛県市町総合事務組合

愛媛県松山市一番町４丁目１－２愛媛県自治会館内

6000020388327

松山市，東温市共有山林組合

愛媛県松山市北梅本町７５９松山市役所小野支所内

6000020388343

松山養護老人ホーム事務組合

愛媛県松山市三番町６丁目６－１松山市役所第４別館内

8000020388408

伊予市松前町共立衛生組合

愛媛県伊予郡松前町大字筒井１７９５－１０

8000020388416

伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合

愛媛県伊予郡松前町大字大溝９６－１

8000020388424

大洲・喜多衛生事務組合

愛媛県大洲市米津乙１－２

6000020388599

高知県宿毛市愛媛県南宇和郡愛南町篠山小中学
校組合

愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城３０６３愛南町役場御荘支所内

1000020388629

八幡浜地区施設事務組合

愛媛県八幡浜市保内町喜木一番耕地５－２

1000020388653

伊予地区ごみ処理施設管理組合

愛媛県伊予市米湊８２０伊予市役所内

8000020388696

大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合

愛媛県大洲市大洲８１０－１

3000020388858

伊予消防等事務組合

愛媛県伊予市米湊８２０伊予市役所内

3000020388866

南予水道企業団

愛媛県宇和島市柿原字童子甲１９２９－３４

3000020388882

宇和島地区広域事務組合

愛媛県宇和島市曙町１宇和島市役所内

2000020388891

伊予市外二町共有物組合

愛媛県伊予市米湊８２０伊予市役所会計課内

75/91

備考

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

5000020388939

津島水道企業団

愛媛県宇和島市津島町山財１５７４

5000020388963

大洲地区広域消防事務組合

愛媛県大洲市大洲１０３４－４

4000020388980

松山広域福祉施設事務組合

愛媛県松山市三番町６丁目６－１松山市役所第４別館内

2000020389048

八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合

愛媛県大洲市大洲６９０－１大洲市役所企画政策課内

5000020389111

愛媛地方税滞納整理機構

愛媛県松山市一番町４丁目１－２愛媛県自治会館内

4000020389129

愛媛県後期高齢者医療広域連合

愛媛県松山市北条辻６松山市役所北条支所内

4000020398055

香美郡殖林組合

高知県香美市土佐山田町宝町１丁目２－１

8000020398209

香南香美衛生組合

高知県香南市野市町深渕８０８

8000020398225

仁淀川下流衛生事務組合

高知県土佐市高岡町甲１４６０－１

8000020398233

高吾北広域町村事務組合

高知県高岡郡越知町越知甲２１２９－７

7000020398250

香南斎場組合

高知県香南市赤岡町２０１８－１

6000020398284

香南香美老人ホーム組合

高知県香南市野市町母代寺１８８

9000020398331

日高村佐川町学校組合

高知県高岡郡日高村岩目地４０

8000020398357

高知県競馬組合

高知県高知市長浜宮田２０００

3000020398403

香南清掃組合

高知県南国市廿枝１４５５

1000020398446

幡多広域市町村圏事務組合

高知県四万十市上ノ土居１５４４

1000020398462

高幡消防組合

高知県須崎市山手町１－７

8000020398489

幡多中央環境施設組合

高知県四万十市竹島２９３２－３
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備考

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

4000020398501

津野山養護老人ホーム組合

高知県高岡郡津野町力石５０８２

3000020398519

高陵特別養護老人ホーム組合

高知県高岡郡津野町姫野々４１７

3000020398527

安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合

高知県安芸郡奈半利町乙４７８－１

3000020398535

津野山広域事務組合

高知県高岡郡檮原町梼原１４４４－１

3000020398543

高幡東部清掃組合

高知県高岡郡中土佐町久礼５９６６

3000020398551

芸東衛生組合

高知県室戸市佐喜浜町３３７０－１

5000020398608

仁淀消防組合

高知県吾川郡いの町西町１

5000020398624

幡多中央消防組合

高知県四万十市右山７５０－１

4000020398641

高幡西部特別養護老人ホーム組合

高知県高岡郡四万十町影野６４０－２

令和2年3月31日 閉鎖

3000020398659

仁淀川中央清掃事務組合

高知県高岡郡日高村柱谷３６７

平成28年3月31日 閉鎖

3000020398675

幡多西部消防組合

高知県宿毛市和田１４１２－１

7000020398705

高知県広域食肉センター事務組合

高知県高知市本町５丁目１－４５

7000020398713

嶺北広域行政事務組合

高知県長岡郡本山町本山９９５

7000020398721

高幡障害者支援施設組合

高知県高岡郡檮原町梼原１４４４－１

6000020398730

安芸広域市町村圏事務組合

高知県安芸市伊尾木４０３４－１

5000020398748

高幡広域市町村圏事務組合

高知県須崎市山手町１－７

5000020398764

仁淀川広域市町村圏事務組合

高知県吾川郡いの町１７００－１

4000020398781

中芸広域連合

高知県安芸郡安田町大字東島２０１７
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備考

令和2年3月31日 閉鎖

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

3000020398799

高知県・高知市病院企業団

高知県高知市池２１２５－１

9000020398802

高知中央西部焼却処理事務組合

高知県土佐市北地２２９０

8000020398811

こうち人づくり広域連合

高知県高知市本町４丁目１－３５

7000020398829

高知県市町村総合事務組合

高知県高知市本町４丁目１－３５

7000020398845

高知県後期高齢者医療広域連合

高知県高知市本町４丁目１－３２

7000020398853

南国・香南・香美租税債権管理機構

高知県南国市蛍が丘１丁目１－１南国オフィスパークセンター３０８－１１

7000020408026

粕屋郡粕屋町外１市水利組合

福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁１丁目１－１

7000020408034

直方市・北九州市岡森用水組合

福岡県直方市殿町７－１

7000020408042

柳川みやま土木組合

福岡県柳川市隅町７２番地

6000020408051

花宗太田土木組合

福岡県大川市大字酒見２５６－１

5000020408069

花宗用水組合

福岡県八女市稲富６８１

5000020408077

山の井用水組合

福岡県八女市山内１２０８

5000020408085

福岡県中間市外二ヶ町山田川水利組合

福岡県中間市中間１丁目２－３１

9000020408107

堀川水利組合

福岡県遠賀郡水巻町頃末北１丁目１－１

9000020408123

上毛町外一市一町矢方池土木組合

福岡県築上郡上毛町大字垂水１３２１－１

7000020408158

公立八女総合病院企業団

福岡県八女市高塚５４０－２

9000020408247

吉富町外１町環境衛生事務組合

福岡県築上郡吉富町大字直江３６１

3000020408310

浮羽老人ホーム組合

福岡県うきは市吉井町千年８１９
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備考

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

2000020408344

東山老人ホーム組合

福岡県みやま市瀬高町長田３１４４

9000020408379

玄界環境組合

福岡県古賀市筵内１９７０－１

9000020408395

大川柳川衛生組合

福岡県大川市大字紅粉屋１２０１－２

4000020408409

うきは久留米環境施設組合

福岡県うきは市吉井町富永２０１５

3000020408450

豊前広域環境施設組合

福岡県豊前市大字吉木９５５

2000020408468

両筑衛生施設組合

福岡県久留米市北野町今山２３９９

2000020408484

飯塚市・桂川町衛生施設組合

福岡県飯塚市楽市７２８番地１

4000020408573

吉富町外一市中学校組合

福岡県築上郡吉富町大字広津４１３－１

7000020408620

久留米市外三市町高等学校組合

福岡県久留米市城南町１５－３

6000020408638

古賀高等学校組合

福岡県古賀市駅東１丁目１－１

4000020408697

福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合

福岡県福岡市博多区千代４丁目１－２７

8000020408719

福岡県市町村職員退職手当組合

福岡県福岡市博多区千代４丁目１－２７

8000020408727

福岡県自治会館管理組合

福岡県福岡市博多区千代４丁目１－２７

8000020408735

糟屋郡自治会館組合

福岡県糟屋郡粕屋町大字上大隈５５－１

8000020408751

筑紫自治振興組合

福岡県春日市春日公園５丁目１４番地１

6000020408778

糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合

福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗４９１０－２

1000020408808

豊前市外二町財産組合

福岡県豊前市大字八屋２０２６

8000020408891

八女地区消防組合

福岡県八女市本村２２－１
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平成30年3月31日 閉鎖

一部事務組合
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法人番号
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所在地

3000020408913

中間市行橋市競艇組合

福岡県中間市中間１丁目１－１

3000020408921

筑紫野太宰府消防組合

福岡県筑紫野市針摺西１丁目１－１

2000020408930

飯塚地区消防組合

福岡県飯塚市片島３丁目１６－８

1000020408956

春日・大野城・那珂川消防組合

福岡県春日市春日２丁目２－１

1000020408964

福岡県田川地区消防組合

福岡県田川市大字川宮１５７０

1000020408972

北筑昇華苑組合

福岡県古賀市駅東１丁目１－１

9000020408981

久留米広域市町村圏事務組合

福岡県久留米市東櫛原町９９９－１

8000020408999

京築広域市町村圏事務組合

福岡県豊前市大字荒堀５２３－１

9000020409006

宮若市外二町じん芥処理施設組合

福岡県宮若市本城１５９３－３８

9000020409022

八女西部広域事務組合

福岡県筑後市大字前津２０８８－６

8000020409031

築上郡自治会館等資産管理組合

福岡県豊前市大字八屋２０２６

7000020409065

山神水道企業団

福岡県筑紫野市大字山口１９１７－１

7000020409081

福岡県南広域水道企業団

福岡県久留米市荒木町白口５５

2000020409111

直方・鞍手広域市町村圏事務組合

福岡県直方市殿町７－１

1000020409120

甘木・朝倉広域市町村圏事務組合

福岡県朝倉市甘木８７３－３

9000020409146

田川郡東部環境衛生施設組合

福岡県田川郡添田町大字中元寺８１５－２５１

9000020409154

粕屋南部消防組合

福岡県糟屋郡志免町大字田富１７０

8000020409171

ふくおか県央環境施設組合

福岡県嘉麻市山野１３５－１０
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7000020409197

福岡地区水道企業団

福岡県福岡市南区清水４丁目３－１

2000020409227

田川地区斎場組合

福岡県田川市大字伊加利２１９１－１４

2000020409251

宗像地区事務組合

福岡県宗像市多禮２９８

1000020409260

三井水道企業団

福岡県小郡市松崎７５３－２

9000020409278

豊前市外二町清掃施設組合

福岡県豊前市大字八屋３２２－４５

9000020409286

春日那珂川水道企業団

福岡県春日市原町２丁目３０－２

9000020409294

行橋市・みやこ町清掃施設組合

福岡県行橋市大字西谷４７７

4000020409308

大野城太宰府環境施設組合

福岡県大野城市大字牛頸２４７２

4000020409324

甘木・朝倉・三井環境施設組合

福岡県朝倉郡筑前町栗田８－３

4000020409332

粕屋北部消防組合

福岡県古賀市今在家１６７－１

3000020409341

有明生活環境施設組合

福岡県みやま市山川町立山１２７８

2000020409359

須恵町外二ヶ町清掃施設組合

福岡県糟屋郡篠栗町大字若杉７７９－１８

2000020409367

遠賀・中間地域広域行政事務組合

福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀６０３－１

2000020409375

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合

福岡県筑紫野市大字原田１３８９

2000020409391

福岡県自治振興組合

福岡県大野城市大字乙金８－１

6000020409405

春日大野城衛生施設組合

福岡県春日市春日公園６丁目２

6000020409413

田川地区清掃施設組合

福岡県田川市大字位登１５０６－１

4000020409448

大牟田・荒尾清掃施設組合

福岡県大牟田市有明町２丁目３
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一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号
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4000020409456

筑慈苑施設組合

福岡県筑紫野市大字山家３７４５－１

4000020409464

八女中部衛生施設事務組合

福岡県八女市北田形１０２２

3000020409481

田川地区水道企業団

福岡県田川郡赤村大字内田３７２３

2000020409499

京築地区水道企業団

福岡県豊前市大字馬場３３６

7000020409511

福岡都市圏広域行政事業組合

福岡県福岡市中央区天神１丁目８－１

6000020409537

宇美町・志免町衛生施設組合

福岡県糟屋郡志免町大字吉原４４３

6000020409545

福岡県介護保険広域連合

福岡県福岡市博多区千代４丁目１－２７

6000020409553

福岡都市圏南部環境事業組合

福岡県春日市大字下白水１０４番地５

6000020409561

福岡県後期高齢者医療広域連合

福岡県福岡市博多区千代４丁目１－２７

4000020409588

下田川清掃施設組合

福岡県田川郡福智町弁城３２０５番地１

4000020409596

ふくおか県央環境広域施設組合

福岡県飯塚市楽市７２８番地１

9000020418072

西佐賀水道企業団

佐賀県佐賀市久保田町大字徳万５７－２

2000020418129

天山地区共同衛生処理場組合

佐賀県小城市牛津町勝８６１

2000020418137

杵東地区衛生処理場組合

佐賀県杵島郡大町町大字福母１８０１

2000020418145

鹿島・藤津地区衛生施設組合

佐賀県鹿島市大字中村６４１－１

2000020418277

佐賀県競馬組合

佐賀県鳥栖市江島町西谷３２５６－２２８

2000020418293

有田磁石場組合

佐賀県西松浦郡有田町立部乙２２０２

6000020418307

杵藤地区広域市町村圏組合

佐賀県武雄市北方町大字志久１５５７番地１
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6000020418315

鳥栖・三養基地区消防事務組合

佐賀県鳥栖市本町３丁目１４８８－１

6000020418323

杵島工業用水道企業団

佐賀県佐賀市久保田町大字徳万１８８５

6000020418331

天山地区共同斎場組合

佐賀県多久市東多久町大字別府２９４９－７４３

5000020418340

伊万里・有田地区医療福祉組合

佐賀県西松浦郡有田町二ノ瀬甲８６０

4000020418374

佐賀東部水道企業団

佐賀県佐賀市兵庫町大字西渕１９６０－４

8000020418404

脊振共同塵芥処理組合

佐賀県神埼市脊振町鹿路３３６２－１

8000020418412

鳥栖地区広域市町村圏組合

佐賀県鳥栖市本町３丁目１４９４－１

5000020418480

佐賀西部広域水道企業団

佐賀県佐賀市久保田町大字徳万１８６９

9000020418510

伊万里・有田地区衛生組合

佐賀県伊万里市二里町八谷搦６２７番地３

8000020418536

三養基西部葬祭組合

佐賀県三養基郡みやき町大字寄人９１０番地１

7000020418561

佐賀中部広域連合

佐賀県佐賀市白山２丁目１番１２号

6000020418579

三神地区環境事務組合

佐賀県神埼市千代田町柳島１２９０番地

6000020418587

鳥栖・三養基西部環境施設組合

佐賀県三養基郡みやき町大字簑原４３７２

6000020418595

佐賀県後期高齢者医療広域連合

佐賀県佐賀市大和町大字尼寺１８７０

1000020418609

佐賀県市町総合事務組合

佐賀県佐賀市城内１丁目５－１４

1000020418617

佐賀県西部広域環境組合

佐賀県伊万里市松浦町山形５０９２－４

1000020418625

伊万里・有田消防組合

佐賀県伊万里市立花町１３５５番地３

1000020418633

天山地区共同環境組合

佐賀県多久市北多久町大字小侍４８１７－２７

83/91

備考

一部事務組合

令和３年３月１日現在

法人番号

名称

所在地

備考

1000020418641

神埼市・吉野ヶ里町葬祭組合

佐賀県神埼市神埼町鶴３４５６－５（３階）

9000020418650

佐賀県東部環境施設組合

佐賀県三養基郡みやき町大字簑原４３７２

6000020428116

南高北部環境衛生組合

長崎県雲仙市国見町神代己１０番地

平成29年3月31日 閉鎖

5000020428141

北松南部清掃一部事務組合

長崎県佐世保市鹿町町口ノ里８－５

平成28年3月31日 閉鎖

4000020428175

東彼地区保健福祉組合

長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷９５－１

1000020428426

県央地域広域市町村圏組合

長崎県諫早市鷲崎町２２１番地１

1000020428434

島原地域広域市町村圏組合

長崎県島原市有明町大三東戊１３２７

1000020428566

有明海自動車航送船組合

長崎県雲仙市国見町土黒甲２－２８

3000020428639

雲仙・南島原保健組合

長崎県雲仙市小浜町北野２９８番地

3000020428663

長崎県市町村総合事務組合

長崎県長崎市栄町４番９号

3000020428671

県央県南広域環境組合

長崎県諫早市福田町１２５０番地

5000020428728

北松北部環境組合

長崎県平戸市田平町下寺免１３１８

5000020428752

長崎県後期高齢者医療広域連合

長崎県長崎市栄町４番９号長崎県市町村会館内

4000020428761

長与・時津環境施設組合

長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷１０７３

3000020428779

長崎県病院企業団

長崎県長崎市元船町１７番１号

8000020438022

熊本県市町村総合事務組合

熊本県熊本市東区健軍２丁目４－１０

9000020438120

くまもと県北病院機構設立組合

熊本県玉名市中１９５０

8000020438162

菊池養生園保健組合

熊本県菊池市泗水町吉富２１９３－１

84/91
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6000020438197

小国町外一ヶ町公立病院組合

熊本県阿蘇郡小国町大字宮原１７４３

1000020438243

球磨郡公立多良木病院企業団

熊本県球磨郡多良木町大字多良木４２１０

5000020438545

菊池環境保全組合

熊本県菊池郡大津町大字大津１１５

4000020438570

御船地区衛生施設組合

熊本県上益城郡御船町大字小坂２３５３

9000020438715

大津菊陽水道企業団

熊本県菊池郡大津町大字陣内１９３８－１

1000020439142

大津町西原村原野組合

熊本県阿蘇郡西原村大字小森３２５９

9000020439291

氷川町及び八代市中学校組合

熊本県八代郡氷川町島地６４２

3000020439355

上天草衛生施設組合

熊本県天草市有明町楠甫６０３０

3000020439371

御船町甲佐町衛生施設組合

熊本県上益城郡御船町大字辺田見１４０８

3000020439495

益城、嘉島、西原環境衛生施設組合

熊本県上益城郡益城町大字寺迫２９０

7000020439541

山鹿植木広域行政事務組合

熊本県山鹿市南島１２７０－１

7000020439649

人吉下球磨消防組合

熊本県人吉市下林町１

7000020439657

上益城消防組合

熊本県上益城郡御船町大字辺田見１６９

7000020439665

上球磨消防組合

熊本県球磨郡多良木町大字多良木３１４６－１

9000020439738

八代広域行政事務組合

熊本県八代市大村町９７０

9000020439746

八代生活環境事務組合

熊本県八代郡氷川町宮原６７９－４

2000020439851

阿蘇広域行政事務組合

熊本県阿蘇市跡ケ瀬１７７

1000020439860

人吉球磨広域行政組合

熊本県人吉市中神町字城本１３４８－１
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4000020439916

有明広域行政事務組合

熊本県玉名市岱明町野口２１２９番地

4000020439932

水俣芦北広域行政事務組合

熊本県水俣市ひばりヶ丘３－１２

3000020439941

上天草・宇城水道企業団

熊本県宇土市浦田町９７

2000020439959

宇城広域連合

熊本県宇城市松橋町久具３９６－２

2000020439967

菊池広域連合

熊本県菊池市泗水町福本３８３

2000020439975

上益城広域連合

熊本県上益城郡嘉島町大字上島５５１

2000020439983

天草広域連合

熊本県天草市本渡町広瀬１６８７－２

2000020439991

熊本県後期高齢者医療広域連合

熊本県熊本市東区健軍２丁目４－１０

3000020448125

大分県退職手当組合

大分県大分市大手町２丁目３－１２（市町村会館内）

3000020448133

大分県消防補償等組合

大分県大分市大手町２丁目３－１２（市町村会館内）

5000020448222

大分県交通災害共済組合

大分県大分市大手町２丁目３－１２（市町村会館内）

3000020448265

由布大分環境衛生組合

大分県由布市挾間町鬼崎７１８－１

5000020448354

杵築速見環境浄化組合

大分県速見郡日出町大字藤原６１８９

5000020448362

別杵速見地域広域市町村圏事務組合

大分県別府市上野口町１－１５（別府市役所内）

3000020448389

杵築速見消防組合

大分県杵築市大字中１４１２番地

7000020448451

大分県市町村会館管理組合

大分県大分市大手町２丁目３－１２（市町村会館内）

7000020448575

臼津広域連合

大分県臼杵市大字臼杵７２－１（臼杵市役所内）

7000020448591

大分県後期高齢者医療広域連合

大分県大分市東春日町１７－２０大分第２ソフィアプラザビル６Ｆ
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2000020448605

日田玖珠広域消防組合

大分県日田市大字渡里１１１番地１

2000020448613

玖珠九重行政事務組合

大分県玖珠郡玖珠町大字戸畑１５２番地

2000020448621

宇佐・高田・国東広域事務組合

大分県宇佐市大字法鏡寺２２４番地（宇佐文化会館内）

7000020458112

高鍋・木城衛生組合

宮崎県児湯郡高鍋町大字持田１３３４番地６５

6000020458121

川南・都農衛生組合

宮崎県児湯郡川南町大字川南１１９４６番地３

5000020458147

宮崎県中部地区衛生組合

宮崎県宮崎市高岡町上倉永１２０７－９

5000020458155

宮崎県北部広域行政事務組合

宮崎県延岡市東本小路２－１（延岡市役所内）

5000020458163

宮崎県自治会館管理組合

宮崎県宮崎市宮田町１番８号

7000020458252

西臼杵広域行政事務組合

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井１３４６番地１

5000020458279

宮崎県東児湯消防組合

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江４５２６番地

9000020458309

西諸広域行政事務組合

宮崎県小林市真方４９３番地

9000020458325

入郷地区衛生組合

宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代７７０番地

9000020458333

日南串間広域不燃物処理組合

宮崎県日南市南郷町榎原甲８７１番地

7000020458368

西都児湯環境整備事務組合

宮崎県西都市大字南方６５４８番地１

7000020458376

霧島美化センター事務組合

宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地

2000020458406

一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団

宮崎県児湯郡新富町大字新田１５５６９

2000020458414

宮崎県市町村総合事務組合

宮崎県宮崎市宮田町１番８号

9000020458449

日向東臼杵広域連合

宮崎県日向市大字富高２１９２番地
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9000020458457

宮崎県後期高齢者医療広域連合

宮崎県宮崎市橘通東１丁目７番４号（第１宮銀ビル内）

7000020468045

鹿児島県市町村総合事務組合

鹿児島県鹿児島市鴨池新町７－４

5000020468088

いちき串木野市・日置市衛生処理組合

鹿児島県いちき串木野市海瀬４１０－１

9000020468118

南薩地区衛生管理組合

鹿児島県南さつま市加世田川畑２６４８

2000020468355

沖永良部バス企業団

鹿児島県大島郡知名町大字知名４６３

2000020468487

指宿南九州消防組合

鹿児島県指宿市十町４２９

6000020468541

指宿広域市町村圏組合

鹿児島県指宿市開聞仙田７１１－４

5000020468550

曽於北部衛生処理組合

鹿児島県曽於市大隅町月野１４６７

8000020468614

南大隅衛生管理組合

鹿児島県肝属郡錦江町田代川原５８９７

1000020468703

中南衛生管理組合

鹿児島県熊毛郡中種子町野間１７００７－２５

9000020468720

大島地区衛生組合

鹿児島県奄美市名瀬大字有屋字井野１５９４－１

6000020468797

阿久根地区消防組合

鹿児島県阿久根市鶴見町２００

2000020468801

伊佐湧水消防組合

鹿児島県伊佐市大口目丸１３２－１

8000020468878

沖永良部衛生管理組合

鹿児島県大島郡和泊町大字瀬名１１４４

8000020468894

大口地方卸売市場管理組合

鹿児島県伊佐市大口里１８８８

3000020468908

伊佐北姶良環境管理組合

鹿児島県伊佐市菱刈南浦８８０－５６

3000020468916

大隅曽於地区消防組合

鹿児島県曽於市大隅町岩川５９５０

3000020468924

大隅肝属地区消防組合

鹿児島県鹿屋市新川町８００
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2000020468941

伊佐北姶良火葬場管理組合

鹿児島県伊佐市菱刈重留４４４

1000020468983

曽於地域公設地方卸売市場管理組合

鹿児島県志布志市志布志町帖３６７４－１

9000020469033

沖永良部与論地区広域事務組合

鹿児島県大島郡知名町大字余多１３１９

9000020469041

北薩広域行政事務組合

鹿児島県出水市野田町下名７０３５

7000020469068

徳之島地区消防組合

鹿児島県大島郡徳之島町亀津７２０３

7000020469084

曽於南部厚生事務組合

鹿児島県志布志市志布志町志布志３２４０－１３

2000020469114

熊毛地区消防組合

鹿児島県西之表市鴨女町２４８

2000020469122

大島地区消防組合

鹿児島県奄美市名瀬小浜町２７－５

9000020469157

奄美群島広域事務組合

鹿児島県奄美市名瀬永田町１８－６

9000020469173

大島農業共済事務組合

鹿児島県奄美市笠利町大字中金久１６２－２

8000020469190

南薩介護保険事務組合

鹿児島県南九州市川辺町平山３２３４

4000020469211

姶良・伊佐地区介護保険組合

鹿児島県霧島市隼人町内山田１丁目１１－１１

3000020469220

曽於地区介護保険組合

鹿児島県志布志市有明町野井倉８２７６－１

2000020469246

種子島地区広域事務組合

鹿児島県西之表市西之表７６１２

2000020469254

徳之島地区介護保険組合

鹿児島県大島郡徳之島町亀津２９２８－４

2000020469262

奄美大島地区介護保険一部事務組合

鹿児島県奄美市名瀬幸町２０－６

9000020469289

大隅肝属広域事務組合

鹿児島県鹿屋市串良町下小原３８９３－８

9000020469297

徳之島愛ランド広域連合

鹿児島県大島郡伊仙町大字目手久１３９５
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5000020469301

公立種子島病院組合

鹿児島県熊毛郡南種子町中之上１７００－２２

4000020469319

鹿児島県後期高齢者医療広域連合

鹿児島県鹿児島市鴨池新町７－４

4000020469327

種子島産婦人科医院組合

鹿児島県西之表市西之表１６３１４－７

2000020478016

南部水道企業団

沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平１４７３番地２

2000020478032

倉浜衛生施設組合

沖縄県沖縄市字池原３３９４番地

1000020478041

東部清掃施設組合

沖縄県島尻郡与那原町字板良敷１６１２番地

9000020478075

沖縄県市町村自治会館管理組合

沖縄県那覇市旭町１１６番地３７自治会館３階

9000020478083

糸満市・豊見城市清掃施設組合

沖縄県糸満市字束里７４番地の１

9000020478091

本部町今帰仁村清掃施設組合

沖縄県国頭郡本部町字北里１８２番地

4000020478113

本部町今帰仁村消防組合

沖縄県国頭郡本部町字大浜８５０番地の３

2000020478156

沖縄県市町村総合事務組合

沖縄県那覇市旭町１１６番地３７自治会館５階

1000020478181

島尻消防組合

沖縄県南城市玉城字屋嘉部１９４番地

9000020478199

東部消防組合

沖縄県島尻郡南風原町字与那覇２２６番地

4000020478229

中城村北中城村清掃事務組合

沖縄県中頭郡中城村字伊舎堂７８７番地

4000020478237

中部衛生施設組合

沖縄県うるま市字昆布１８４４番地

4000020478245

中城北中城消防組合

沖縄県中頭郡北中城村字大城４０４番地

4000020478253

金武地区消防衛生組合

沖縄県国頭郡金武町字金武７７４５番地

2000020478296

国頭地区行政事務組合

沖縄県国頭郡国頭村字辺土名１７２７番地
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7000020478300

南部広域行政組合

沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平９６５番地

6000020478318

沖縄県町村交通災害共済組合

沖縄県那覇市旭町１１６番地３７自治会館５階

5000020478351

中部広域市町村圏事務組合

沖縄県沖縄市海邦２丁目９－３５中部市町村会館２階

4000020478369

八重山広域市町村圏事務組合

沖縄県石垣市美崎町１４番地

4000020478377

南部広域市町村圏事務組合

沖縄県那覇市旭町１１６番地３７自治会館６階

4000020478385

北部広域市町村圏事務組合

沖縄県名護市宇茂佐の森５丁目２番地７北部会館１階

4000020478393

比謝川行政事務組合

沖縄県中頭郡嘉手納町字屋良１２２０番地

8000020478407

中部北環境施設組合

沖縄県うるま市字栄野比１２１１番地６

8000020478415

沖縄県離島医療組合

沖縄県島尻郡久米島町字大田５８４番地の１

8000020478423

那覇市・南風原町環境施設組合

沖縄県島尻郡南風原町字新川６５０番地

8000020478431

那覇港管理組合

沖縄県那覇市通堂町２番１号

7000020478440

沖縄県介護保険広域連合

沖縄県中頭郡読谷村字比謝矼５５番地比謝矼複合施設２階

6000020478458

沖縄県後期高齢者医療広域連合

沖縄県うるま市石川石崎１丁目１番
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