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所轄庁による認定・特例認定 法人名簿 2023年04月28日更新

認定 有効期間 特例認定　有効期間

自治体名

001 北海道 3450005002241 ○ ○ どんころ野外学校 空知郡南富良野町字落合１０７４番地 目黒　義重 ○ 北海道 2013年01月23日 2023年01月22日

001 北海道 8440005001652 ○ ○ 長万部町緑と樹を愛する会 山越郡長万部町字平里９９番地の１４ 石戸谷　成一 ○ 長万部町 2013年06月10日 2023年06月09日

001 北海道 4430005007134 ○ ＨＯＫＫＡＩＤＯしっぽの会 夕張郡長沼町西１線北１５番地 上杉　由希子 ○ 2013年07月09日 2023年07月08日

001 北海道 8450005003664 ○ 紋別文化連盟
紋別市幸町３丁目１番１２号「まちなか芸術
館」内

安曇　恭彦 ○ 紋別市 2013年12月26日 2023年12月25日

001 北海道 4430005006846 ○ アルテピアッツァびばい 美唄市字美唄１５３９番地１ 磯田　憲一 ○ 北海道 2014年02月10日 2024年02月09日

001 北海道 8430005006867 ○ 栗山町手をつなぐ育成会 夕張郡栗山町中央４丁目２４７番地 坂本　元子 ○ 栗山町 2014年06月27日 2024年06月26日

001 北海道 6460005001082 ○ 霧多布湿原ナショナルトラスト 厚岸郡浜中町琵琶瀬６０番地 小川　浩子 ○ 2014年09月02日 2024年09月01日

001 北海道 1430005008671 ○ ともに 虻田郡倶知安町北３条西２丁目１－１ 小林　敦子 ○ 倶知安町 2014年10月24日 2024年10月23日

001 北海道 2450005003034 ○ サロベツ・エコ・ネットワーク 天塩郡豊富町字豊富東２条５丁目 吉村　穣滋 ○ 豊富町 2015年02月05日 2025年02月04日

001 北海道 8440005001512 ○ 函館視覚障害者図書館 函館市若松町３３番６号 大浅　昭夫 ○ 北海道 2015年05月15日 2025年05月14日 2013年06月20日 2015年05月14日

001 北海道 4440005001251 ○ 北の森と川・環境ネットワーク 函館市五稜郭町１９番１５号 影山　欣一 ○ 2016年02月09日 2019年06月14日

001 北海道 9460005001286 ○ ○ タンチョウ保護研究グループ 釧路市若竹町９番２１号 百瀬　邦和 ○ 2018年03月13日 2023年03月12日 2015年02月12日 2018年02月11日

001 北海道 7460105001774 ○ 子どもと文化のひろば　ぷれいおん・とかち 帯広市西２０条南５丁目１８番２号 今村　江穂 ○ 2018年07月26日 2023年07月25日

001 北海道 8430005013194 ○ クラーク博士別れの地・久蔵の里普及促進会 北広島市大曲光四丁目1番地8 藤田　久雄 ○ 北広島市 2021年05月10日 2026年05月09日

001 北海道 5430005004840 ○ わたげ 北広島市高台町３丁目２番地１ 斉藤　晋 ○ 北広島市 2022年02月28日 2027年02月27日

001 北海道 9430005012567 ○ まちづくりスポット恵み野 恵庭市恵み野里美２丁目１５番地 森内　潤一 ○ 恵庭市 2022年03月22日 2027年03月21日

001 北海道 2440005001550 ○ はこだての家　日吉 函館市日吉町２丁目３１番２６号 大浅　昭夫 2014年03月27日 2017年03月26日

001 北海道 6450005004004 ○ ＮＰＯ法人大雪山自然学校 上川郡東川町西4号北４６番地 荒井　一洋 2017年09月19日 2020年09月18日

001 北海道 7450005003987 ○ わたぼうし 紋別郡興部町字興部２１６番地の５ 川上　和子 2017年10月25日 2020年10月24日

001 北海道 ○ ＣｏＣｏＭａＫａ 虻田郡真狩村字社20番地１ 千葉　佳代 2022年05月18日 2025年05月17日

002 青森県 3420005004224 ○ 特定非営利活動法人笑楽生 五所川原市金木町川倉宇田野２４番地 泉谷　和宏 ○ 2013年03月26日 2028年03月25日

002 青森県 8420005006620 ○ 特定非営利活動法人斗南どんどこ健康村 むつ市大字田名部字下道４番地 奈良　正義 ○ 2015年03月23日 2025年03月22日

002 青森県 9420005000721 ○
特定非営利活動法人あおもりＮＰＯサポート
センター

青森市松森三丁目３番１８号 斉藤　雅美 2017年03月31日 2027年03月30日 2013年01月17日 2016年01月16日

002 青森県 8420005005399 ○ 特定非営利活動法人あおもりいのちの電話 弘前市大字袋町１番地１ 藤林　正雄 ○ 2019年03月15日 2024年03月14日

002 青森県 6420005007505 ○ 特定非営利活動法人SEEDS NETWORK 弘前市大字紙漉町４番地６ 大西　晶子 2020年12月25日 2023年12月24日

003 岩手県 5400005002855 ○ 成年後見センターもりおか 盛岡市大通一丁目1番１６号　教育会館２階 石橋　乙秀 ○ 2012年12月25日 2027年12月24日

003 岩手県 4400005000942 ○ 劇団ゆう 滝沢市鵜飼細谷地146番地18 菊田　弟一 ○ 2013年03月28日 2028年03月27日

003 岩手県 ○ もりおか配食サービス 盛岡市みたけ二丁目22番50号 沼田　美代子 2013年07月29日 2019年04月19日

003 岩手県 5400005003713 ○ きたかみ市民活動基金 北上市大通り一丁目３番１号 八重樫　敏 ○ 2014年03月05日 2024年03月04日

003 岩手県 2402705000348 ○ 桜ライン311 陸前高田市 岡本　翔馬 ○ 2014年05月01日 2024年04月30日

003 岩手県 6400005001030 ○ いわて子育てネット 盛岡市 金沢　滋 ○ 2014年08月25日 2024年08月24日 2013年02月28日 2014年08月24日

003 岩手県 2400005000960 ○
岩手県青少年自立支援センター「ポランの広
場」

盛岡市松尾町19番８号 畠山　俊樹 ○ 2014年12月10日 2024年12月09日

003 岩手県 8400005002919 ○ 岩手県就労支援事業者機構 盛岡市上ノ橋町１番50号 鎌田　英樹 ○ 2015年01月29日 2025年01月28日

003 岩手県 6400005005345 ○ 心の架け橋いわて 盛岡市 鈴木　満 ○ 2015年03月10日 2025年03月09日

003 岩手県 9400005003899 ○ 遠野山・里・暮らしネットワーク 遠野市遠野町28地割５番地 菊池　新一 ○ 2016年02月24日 2026年02月23日

003 岩手県 9400005005821 ○ イワテスカラシップ 盛岡市 阿部　正樹 ○ 2016年06月06日 2026年06月05日

003 岩手県 1400005002223 ○ 環境パートナーシップいわて 盛岡市厨川五丁目８番６号 渋谷　晃太郎 2016年08月29日 2021年08月28日 2014年05月19日 2016年08月28日

003 岩手県 4400005005413 ○ カリタス釜石 釜石市大只越町２丁目４番４号 伊瀬　聖子 ○ 2017年03月09日 2022年03月08日

003 岩手県 3400005007609 ○ はまゆり復元保存会 上閉伊郡大槌町赤浜三丁目2番26号 古舘　和子 ○ 2017年06月28日 2022年06月27日

003 岩手県 2400005007618 ○ キツツキネットワーク岩手 盛岡市 五十嵐　正 ○ 2017年09月27日 2027年09月26日

003 岩手県 1400005004772 ○ カシオペア市民情報ネットワーク 二戸市石切所字森合68番地 中田　勇司 2018年09月08日 2023年09月07日 2015年10月22日 2018年09月07日

003 岩手県 7400005005113 ○ 特定非営利活動法人盛岡ユースセンター 盛岡市大通三丁目１番地23号 又川俊三 ○ 2019年03月14日 2024年03月13日

003 岩手県 9400005007776 ○ 認定NPO法人accommon 盛岡市 成田　礎野美 ○ 2019年09月05日 2024年09月04日

003 岩手県 8120005010041 ○ 日本ヨガ連盟 盛岡市 宇部　実智子 ○ 2019年10月04日 2024年10月03日

003 岩手県 8400005007629 ○ もりねこ 盛岡市菜園二丁目6番6号　三栄ビル2Ｆ 工藤　幸枝 ○ 2019年12月11日 2024年12月10日 2017年08月30日 2019年12月10日

003 岩手県 5400005007771 ○ マニラ育英会 盛岡市大通三丁目１番２３号 岩根　多喜男 ○ 2020年03月05日 2025年03月04日

003 岩手県 1400005005242 ○ インクルいわて 盛岡市 山屋　理恵 ○ 2020年07月13日 2025年07月12日

003 岩手県 8400005002811 ○ 盛岡ＹＭＣＡ 盛岡市 魚住　英昭 ○ 2021年08月20日 2026年08月19日

003 岩手県 6400005005840 ○ フードバンク岩手 盛岡市上ノ橋町1番50号 伊勢　昭一 ○ 2022年06月20日 2027年06月19日

003 岩手県 4400005005330 ○ Sumはなまき 花巻市内 小原　康二 2016年06月30日 2019年06月29日

004 宮城県 8370605000623 ○ さわおとの森 宮城郡利府町利府字八幡崎６３番１ 清野　精維 ○ 2013年07月19日 2023年07月18日

004 宮城県 6370005002684 ○ ロージーベル 名取市名取が丘３－７－１０ 佐竹　えり子 ○ 2014年07月10日 2024年07月09日

004 宮城県 8370805000514 ○ 地星社 名取市大手町五丁目6-1 布田　剛 ○ 2015年03月31日 2025年03月30日

004 宮城県 5370005002462 ○ ハートフル福祉募金 仙台市太白区郡山８丁目２番２８号 佐藤　隆雄 ○ 2016年03月25日 2026年03月24日

004 宮城県 8370505000475 ○ 底上げ 気仙沼市古町2丁目7番117号 矢部　寛明 ○ 2016年07月27日 2026年07月26日

004 宮城県 6370205001775 ○ みやぎ身体障害者サポートクラブ 栗原市一迫真坂字鶴町１３５番地４ 野澤　タキ子 2016年08月23日 2021年08月22日

004 宮城県 5370305000785 ○ 輝くなかまチャレンジド 石巻市中浦１丁目２番６２号 武山　快子 2017年03月31日 2022年03月30日

004 宮城県 8370005002906 ○ 防災・減災サポートセンター 富谷市ひより台二丁目１１番地３ 今野　隆彦 ○ 2017年05月24日 2027年05月23日

004 宮城県 4370305000943 ○ 災害医療ＡＣＴ研究所 石巻市蛇田字西道下７１番地 森野　一真 ○ 2020年03月30日 2025年03月29日

004 宮城県 5370005005985 ○ こども∞感ぱにー 石巻市鹿妻南２丁目１番７号 田中　雅子 ○ 2021年06月04日 2026年06月03日

004 宮城県 ○ Cloud JAPAN 気仙沼市長磯前林５５番地３ 田中　惇敏 ○ 2021年07月05日 2026年07月04日

004 宮城県 9370005003845 ○ 特定非営利活動法人仙台傾聴の会
名取市大手町五丁目６番１号　名取市市民
活動支援センター内

森山　英子 ○ 2022年03月30日 2027年03月29日

005 秋田県 6410005003125 ○ 花岡平和記念会 大館市 川田　繁幸 ○ 2015年06月29日 2025年06月28日

005 秋田県 4410005001766 ○ あきたスギッチファンド
秋田市上北手荒巻字堺切２４番地２ゆとり生
活創造センター遊学舎内

飼田　一之 2017年04月01日 2027年03月31日

005 秋田県 8410005001291 ○ 環境あきた県民フォーラム 秋田市 佐藤　充 ○ 2019年11月05日 2024年11月04日

005 秋田県 8410005001110 ○ 秋田いのちの電話 秋田市 稲村　茂 ○ 2022年05月24日 2027年05月23日

005 秋田県 4410005006278 ○ いぬ・ねこネットワーク秋田 秋田市八橋三和町１３番２－１００２号 保坂　美代子 ○ 2023年03月15日 2028年03月14日

006 山形県 4390005002123 ○
認定特定非営利活動法人　発達支援研究セ
ンター

山形市小荷駄町２番７号 細谷　暁子 ○ 2013年03月14日 2028年03月13日

006 山形県 1390005002679 ○
認定ＮＰＯ法人　山形国際ドキュメンタリー映
画祭

山形市木の実町175-1 伊藤　光一郎 ○ 2013年10月08日 2023年10月07日

006 山形県 2390005003874 ○ 認定NPO法人　ひらた里山の会 酒田市砂越字上川原459 番地2 佐藤 忠智 2013年12月25日 2018年12月24日

006 山形県 3390005007866 ○
特定非営利活動法人　被災地に届けたいお
地蔵さんプロジェクト

山形市七日町三丁目３番５号 葦原　正憲 ○ 2014年09月26日 2024年09月25日

006 山形県 4390005001075 ○ 認定ＮＰＯ法人　ＩＶＹ 山形市荒楯町一丁目１７番４０号 枝松　直樹 ○ 2015年06月01日 2025年05月31日
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006 山形県 6390005007855 ○ 特定非営利活動法人　モルヒネ友の会
米沢市中央6丁目1番219号　財団法人三友
堂病院地域緩和ケアサポートセンター内

加藤　佳子 ○ 2015年11月16日 2025年11月15日

006 山形県 7390005006427 ○
特定非営利活動法人　ほほえみサービス米
沢

米沢市大町三丁目４番１５号 色摩信司 ○ 2015年12月24日 2020年12月23日

006 山形県 7390005002797 ○ 特定非営利活動法人　アジェンダやまがた 山形市木の実町11-32 児玉　千賀子 ○ 2017年12月15日 2027年12月14日

006 山形県 6390005006898 ○ 特定非営利活動法人　結いのき 米沢市花沢町２６８６番地の４ 大友　恒則 ○ 2019年06月21日 2025年06月20日

006 山形県 9390005008776 ○
特定非営利活動法人　かみのやまランドバン
ク

上山市二日町６番１号 渡邊　秀賢 ○ 2021年08月02日 2026年08月01日

006 山形県 1390005002142 ○
特定非営利活動法人　やまがた育児サーク
ルランド

山形市七日町1-1-1 野口比呂美 ○ 2022年10月19日 2027年10月18日

007 福島県 8380005006625 ○
特定非営利活動法人いわき自立生活セン
ター

いわき市中央台高久2丁目26-4 長谷川　秀雄 ○ 2013年02月22日 2018年02月21日

007 福島県 2380005002340 ○ ○ 認定NPO法人えんじょいらいふ福祉会 福島市南沢又字前田５番地の２７ 飯塚　啓子 ○ 2013年06月14日 2023年06月13日

007 福島県 8380005010305 ○
認定特定非営利活動法人パンダハウスを育
てる会

福島市蓬莱町8丁目15番地1 山本　佳子 ○ 2013年10月04日 2023年10月03日

007 福島県 9380005002417 ○
認定特定非営利活動法人ふくしま成年後見
センター

福島市五老内町６番４号 國井　輝夫 ○ 2013年10月28日 2023年10月27日

007 福島県 2380005010285 ○
認定特定非営利活動法人フロンティア南相
馬

南相馬市原町区本町一丁目３１番地四ツ葉
ビル１Ｆ

草野　良太 ○ 2013年11月25日 2018年07月05日

007 福島県 6380005000992 ○ 特定非営利活動法人クラブネッツ 福島市鎌田字町46番地の4 黒須　充 ○ 2014年02月20日 2018年09月10日

007 福島県 4380005010399 ○ 特定非営利活動法人福島100年構想委員会 郡山市田村町上行合字北川田26番3 渡邉　利一 2014年05月01日 2019年04月30日

007 福島県 8010005019184 ○ 特定非営利活動法人ふくしま再生の会 相馬郡飯舘村佐須字滑８７番地１ 田尾　陽一 ○ 2014年06月18日 2024年06月17日

007 福島県 3380005005037 ○
特定非営利活動法人アウシュヴィッツ平和博
物館

白河市白坂三輪台２４５ 小渕　真理 ○ 2014年07月04日 2024年07月03日

007 福島県 3380005006803 ○ 特定非営利活動法人なこそ授産所 いわき市仁井田町寺前９番地１ 髙村  トミ子 ○ 2014年08月25日 2024年08月24日

007 福島県 6380005003847 ○ 特定非営利活動法人キャリア・デザイナーズ 郡山市昭和二丁目２番７号　さとうビル２F 鈴木　隆将 ○ 2015年01月19日 2025年01月18日

007 福島県 4380005001010 ○
特定非営利活動法人ふくしまＮＰＯネットワー
クセンター

福島市大町４-15チェンバおおまち4階 牧田　実 ○ 2015年04月03日 2025年04月02日

007 福島県 7380005010702 ○
特定非営利活動法人いわき放射能市民測定
室

いわき市小名浜花畑町１１番地の３ 織田　好孝 ○ 2015年06月25日 2025年06月24日

007 福島県 2380005010764 ○ NPO法人元気の素カンパニー以和貴 いわき市中央台鹿島一丁目４７番地の８ 植木　秀子 ○ 2015年07月17日 2020年07月16日

007 福島県 5380005010547 ○ 認定NPO法人郡山ペップ子育てネットワーク 郡山市横塚一丁目１番３号 菊池　信太郎 ○ 2016年05月10日 2026年05月09日

007 福島県 1380005010402 ○
特定非営利活動法人福島農業復興ネット
ワーク

郡山市大槻町字古屋敷67番地 岡　正宏 ○ 2016年05月17日 2021年05月16日

007 福島県 1380005010245 ○
認定特定非営利活動法人市民公益活動
パートナーズ

福島市上町３番４号　コマ福島ビル９号 古山　郁 ○ 2017年03月15日 2027年03月14日 2014年09月16日 2017年03月14日

007 福島県 3380005010615 ○ NPO法人ふくしま３０年プロジェクト 福島市飯坂町字一本松11番7 佐原　真紀 ○ 2017年07月21日 2027年07月20日

007 福島県 9380005003844 ○ 特定非営利活動法人ほっとスペースＲ 郡山市安積町笹川字中ノ渡戸34-21 宗像　家子 2017年10月26日 2022年10月25日

007 福島県 3380005011514 ○ 特定非営利活動法人未来といのち 郡山市富田町字町西３８－１－２０３ 小西　由美子 2018年11月21日 2023年11月20日

007 福島県 8380005010379 ○
特定非営利活動法人相双に新しい精神科医
療保健福祉システムをつくる会

相馬市沖ノ内一丁目２番地８ 大川　貴子 ○ 2019年06月27日 2024年06月26日

007 福島県 5380005011116 ○ 特定非営利活動法人ストリートふくしま 福島市大明神9番2 水口　和栄 ○ 2019年12月04日 2024年12月03日 2015年11月10日 2018年11月09日

007 福島県 6380005010769 ○ 特定非営利活動法人ドリームサポート福島 福島市置賜町８番８号 阿部　幹郎 ○ 2020年09月10日 2025年09月09日

007 福島県 3380005002224 ○ 特定非営利活動法人エルタ 福島市東浜町10番16号 小林　康男 ○ 2020年10月16日 2025年10月15日

007 福島県 ○ 特定非営利活動法人POMｋ　Project 福島市太田町２５番２５号 挾間　章博 ○ 2021年02月08日 2026年02月07日

007 福島県 6380005008714 ○ 特定非営利活動法人はるなか 会津若松市山鹿町１番１０号 佐藤　光信 ○ 2021年03月30日 2026年03月29日

007 福島県 5380005011421 ○ 特定非営利活動法人いわきFスポーツクラブ いわき市中央台飯野一丁目４番地の１ 遠藤　八十八 ○ 2022年03月25日 2027年03月24日 2019年02月21日 2022年02月20日

007 福島県 1380005011904 ○
特定非営利活動法人シーエスアールスクエ
ア

福島市八島町6番29号 宍戸　仙助 ○ 2022年09月20日 2027年09月19日

007 福島県 4380005006868 ○
特定非営利活動法人みどりの杜福祉会いわ
きワイナリー

いわき市平南白土二丁目１番地の５ 今野　隆 ○ 2023年02月22日 2028年02月21日

007 福島県 8380005008638 ○ 特定非営利活動法人こころのさと 会津若松市石堂町6番30号 永峯　喜代江 2015年04月03日 2018年04月02日

008 茨城県 5050005009093 ○ アサザ基金 牛久市南三丁目4番地21 飯島　博 ○ 2012年12月27日 2027年12月26日

008 茨城県 4050005005218 ○ リヴォルヴ学校教育研究所
つくば市二の宮一丁目18番地1ハイツあづま
102号

小野村　哲 2013年03月06日 2023年03月05日

008 茨城県 7050005009752 ○ バージャー病研究所
守谷市立沢980番1　慶友会つくば血管セン
ター内

岩井　武尚 ○ 2013年04月01日 2028年03月31日

008 茨城県 7050005000967 ○ ○ 水戸こどもの劇場 水戸市見川２丁目８２番地１１ 平野　弥生 ○ 2013年07月23日 2023年07月22日

008 茨城県 6050005005752 ○ 希望 古河市上辺見2710番地 桑原　正信 ○ 2014年03月24日 2024年03月23日

008 茨城県 2050005005533 ○ つくばアグリチャレンジ つくば市大角豆２１６８−１ 伊藤　文弥 ○ 2014年05月15日 2019年05月14日

008 茨城県 8050005005255 ○ 宍塚の自然と歴史の会 土浦市宍塚１８９２番８ 森本　信生 ○ 2015年06月23日 2025年06月22日

008 茨城県 2050005000955 ○ 茨城NPOセンター・コモンズ
水戸市大工町1-2-3トモスみとビル4階　みと
しんビジネスセンターC-1

横田　能洋 ○ 2015年06月30日 2025年06月29日

008 茨城県 7050005011262 ○ 日本スポーツアカデミー つくば市竹園3丁目18番地2　E棟2階201番 石渡　琢磨 ○ 2015年11月19日 2025年11月18日

008 茨城県 9010005010927 ○ ＧＡＰ総合研究所
つくば市稲荷原２番１号　日本農業研究所実
験農場事務所内

武田　泰明 ○ 2016年03月07日 2021年03月06日 2013年03月04日 2016年03月03日

008 茨城県 8050005007508 ○ 共楽館を考える集い 日立市白銀町2丁目22番28号 佐藤　裕子 ○ 2016年03月22日 2026年03月21日 2013年04月01日 2016年03月21日

008 茨城県 1050005004809 ○ いばらき子どもの虐待防止ネットワークあい 水戸市大塚町1866-102 坂本　博之 ○ 2016年05月11日 2026年05月10日

008 茨城県 3050005003305 ○ 青少年の自立を支える会シオン 稲敷郡阿見町うずら野1丁目5番地12 水野　洋 ○ 2017年07月14日 2022年07月13日

008 茨城県 7050005005454 ○ ○ 茨城ＡＣＬＳ協会 つくば市春日3丁目4番地１０ 安田　貢 ○ 2018年08月29日 2023年08月28日

008 茨城県 3050005005532 ○ 動物愛護を考える茨城県民ネットワーク つくば市二の宮2丁目7番地20 坂本　真子美 ○ 2020年03月27日 2025年03月26日

008 茨城県 2050005010863 ○ キドックス つくば市下広岡１０５４－５ 岡本　琴美 ○ 2020年05月12日 2025年05月11日

008 茨城県 6050005008045 ○ NGO　未来の子どもネットワーク 龍ヶ崎市城ノ内3丁目2番地2 岡邊　広子 ○ 2020年09月07日 2025年09月06日

008 茨城県 5050005012378 ○ 全日本美術家作品保管協会 小美玉市野田１４０４番地１ 吉澤　春峰 ○ 2020年11月27日 2025年11月26日

008 茨城県 3050005009087 ○ おおぞら 牛久市田宮三丁目1番地18 小澤　純也 ○ 2021年03月17日 2026年03月16日

008 茨城県 1050005005187 ○ 茨城YMCA つくば市東新井24番7 稲本　修一 ○ 2021年03月23日 2026年03月22日

009 栃木県 2060005002190 ○ もうひとつの美術館 那珂川町 梶原 紀子 ○ 2013年01月08日 2028年01月07日

009 栃木県 1060005001524 ○ チャイルドラインとちぎ 宇都宮市弥生１丁目６番３号 松江　比佐子 ○ 2013年01月08日 2028年01月07日

009 栃木県 3060005001794 ○ 自由空間ポー 宇都宮市岩曽町１３６４番地６ 本郷　秀崇 2013年10月16日 2018年10月16日

009 栃木県 9060005001756 ○ 宇都宮まちづくり市民工房 宇都宮市平松本町1131－1 安藤　正知 ○ 2013年10月25日 2023年10月24日

009 栃木県 1060005001193 ○ 青少年の自立を支える会 宇都宮市 星　俊彦 ○ 2013年11月28日 2023年11月27日

009 栃木県 9060005007539 ○ 特定非営利活動法人うりずん 宇都宮市徳次郎町365番地 髙橋　昭彦 ○ 2014年03月07日 2024年03月06日

009 栃木県 9060005001319 ○
認定特定非営利活動法人ウィメンズハウスと
ちぎ

宇都宮市若草1丁目10番6号とちぎ福祉プラ
ザ内

丸山　由美子 ○ 2014年03月26日 2024年03月25日

009 栃木県 3060005001200 ○ とちぎボランティアネットワーク 宇都宮市 矢野　正広 ○ 2014年11月06日 2024年11月05日

009 栃木県 9060005007225 ○ 特定非営利活動法人まごの手 佐野市新吉水町375番地 小暮　悦子 ○ 2015年07月09日 2025年07月08日 2013年04月18日 2015年07月08日

009 栃木県 9060005002696 ○ だいじょうぶ 日光市 畠山　由美 ○ 2016年03月09日 2026年03月08日 2014年07月14日 2016年03月08日

009 栃木県 6060005005396 ○
特定非営利活動法人サバイバルネット・ライ
フ

小山市神鳥谷931-1　　小山市役所神鳥谷庁
舎内

仲村　久代 ○ 2016年09月27日 2019年03月31日

009 栃木県 8060005001864 ○ チャレンジド・コミュニティ 宇都宮市花房２丁目８番６号 金井　光一 ○ 2018年02月19日 2028年02月18日

009 栃木県 1060005005970 ○ 蔵の街たんぽぽの会 栃木市平井町873番地3 石河 不砂 ○ 2018年03月13日 2028年03月12日

009 栃木県 2060005002546 ○ ○ ウエーブ 日光市瀬川９５番地１ 吉成　勇一 ○ 2018年03月19日 2023年03月18日 2015年03月19日 2018年03月18日

009 栃木県 8060005008942 ○ ピンクリボンうつのみや 宇都宮市屋板町５６１番地３ 佐藤　俊彦 ○ 2020年10月22日 2025年10月21日 2017年10月13日 2020年10月12日

010 群馬県 6070005002896 ○ 特定非営利活動法人　じゃんけんぽん 高崎市棟高町９５４番地８ 井上　謙一 ○ 2012年08月17日 2027年08月16日



3／22

所轄庁による認定・特例認定 法人名簿 2023年04月28日更新

認定 有効期間 特例認定　有効期間

自治体名

絶対
値

条例指定
自 至

所轄庁コード
自 至

法人番号
主たる事務所の

所在地
所轄庁

認
定

特
例
認
定

更
新
申
請
中

法人名 代表者氏名

PST基準

相対
値

010 群馬県 5070005001800 ○
特定非営利活動法人　放射線医療国際協力
推進機構

高崎市下小鳥町１２７７番地 中野　隆史 ○ 2012年12月01日 2027年11月30日

010 群馬県 6070005002979 ○ 特定非営利活動法人　ＢａｌｌｅｔＮoaｈ 高崎市上中居町５６３番地２ 真下　淑惠 2013年05月01日 2018年04月30日

010 群馬県 4070005007922 ○
特定非営利活動法人　富岡製糸場を愛する
会

富岡市富岡１４０６番地４ 高橋　伸二 2014年06月01日 2019年05月31日

010 群馬県 1070005003395 ○ 特定非営利活動法人　ケアサポート・愛 高崎市宿大類町921番地2 駒井　實 2014年07月01日 2019年06月30日

010 群馬県 2070005002454 ○ 特定非営利活動法人　ハートフル 高崎市石原町３２３６番地 櫻井　宏子 2014年07月16日 2019年07月15日

010 群馬県 2070005008047 ○ 特定非営利活動法人　難聴者支援センター
高崎市上中居町１１３７番地２　吉井宏文税
理士事務所内

古屋　信彦 2014年10月01日 2024年09月30日

010 群馬県 2070005006348 ○ 特定非営利活動法人　すずらん 太田市東本町５３番地１４ 堀越　秀美 2014年11月16日 2019年11月15日

010 群馬県 9070005001210 ○ 特定非営利活動法人　かけはし 前橋市朝倉町８３０番地１ 阿比留　一幸 2016年11月16日 2026年11月15日 2013年10月01日 2016年09月30日

010 群馬県 8070005008132 ○ 特定非営利活動法人　ソフトボール・ドリーム 高崎市双葉町1番1号ラシーナ高崎801号 伏見　妙子 2017年02月16日 2027年02月15日 2014年03月01日 2017年02月15日

010 群馬県 1070005004170 ○ 認定特定非営利活動法人　ひこばえ 前橋市三俣町一丁目４番地１３ 茂木　直子 2017年03月16日 2027年03月15日

010 群馬県 9070005008726 ○
特定非営利活動法人　アジア核医学フォーラ
ム

前橋市昭和町三丁目３９番２２　群馬大学内
放射線診断核医学教室

対馬　義人 2017年05月16日 2027年05月15日

010 群馬県 9070005001672 ○ 特定非営利活動法人　バイオフォーラム
前橋市昭和町三丁目３９番地２２群馬大学大
学院医学系研究科

白尾　智明 ○ 2018年08月01日 2023年07月31日

010 群馬県 4070005008144 ○
特定非営利活動法人　ヘルスプロモーション
センター

高崎市八島町７０番地２９号　幸和ビル２Ｆ 佐藤　和子 2019年10月01日 2024年09月30日

010 群馬県 3070005003402 ○ 特定非営利活動法人　中日本PCI研究会 高崎市南大類町８８５番地２ 髙瀬　真一 2021年04月01日 2026年03月31日

010 群馬県 9070005004147 ○ 特定非営利活動法人　ぽけっと 藤岡市中栗須351番地11 川上　昭子 2021年10月16日 2026年10月15日 2013年06月01日 2016年05月31日

010 群馬県 3070005005596 ○ 特定非営利活動法人　いこい 渋川市渋川１７４６番地２ 西山　勝美 ○ 2022年11月16日 2027年11月15日

011 埼玉県 5030005014789 ○
特定非営利活動法人ぬくもり福祉会たんぽ
ぽ

飯能市落合２９０番４ 桑山　和子 ○ 2013年02月08日 2028年02月07日

011 埼玉県 6030005002322 ○ 特定非営利活動法人とさき 上尾市大字戸崎３８４番地１ 瀧本　義継 2013年02月14日 2018年02月13日

011 埼玉県 6030005007123 ○ ○
特定非営利活動法人さいたまチャイルドライ
ン

朝霞市西弁財１丁目１５番１７号 太田　久美 ○ 2013年04月05日 2023年04月04日

011 埼玉県 6030005001316 ○ 特定非営利活動法人さいたまＮＰＯセンター
さいたま市浦和区東仲町１２番１２号ツインハ
イツ１０２号室

堀越　栄子 ○ 埼玉県 2013年07月02日 2023年07月01日

011 埼玉県 3030005011838 ○
特定非営利活動法人ときがわ山里文化研究
所

比企郡ときがわ町大字大野６７１番地１ 柴崎　光生 2013年07月02日 2018年07月01日

011 埼玉県 4030005010681 ○
特定非営利活動法人子育て支援ワーカーズ
コレクティブみるく

越谷市花田五丁目１７番地７ 青木　照代 ○ 2013年09月10日 2023年09月09日

011 埼玉県 4030005009591 ○ 特定非営利活動法人 古太萬の会 本庄市柏１丁目６番３号 松浦　邦明 2013年11月15日 2018年11月14日

011 埼玉県 3030005008925 ○
特定非営利活動法人地域活性化プラザ（解
散）

石原　猛男 ○ 2013年12月17日 2022年12月16日

011 埼玉県 5030005008808 ○
特定非営利活動法人ふじみの国際交流セン
ター

ふじみ野市上福岡５丁目４番２５号 室井　伸幸 ○ 2013年12月27日 2023年12月26日

011 埼玉県 6030005003683 ○
特定非営利活動法人自立支援ホームとこと
この家

所沢市泉町９１１番地３ 後藤　美智子 ○ 2013年12月27日 2023年12月26日

011 埼玉県 7030005012923 ○
特定非営利活動法人ヒューマンソーシャル
ハーモニー研究所（清算結了）

臼井　智香子 ○ 2014年02月07日 2016年03月11日

011 埼玉県 9030005007095 ○ 特定非営利活動法人暮らしネット・えん 新座市石神二丁目１番４号 小島　美里 ○ 2014年05月13日 2024年05月12日 2013年02月26日 2014年05月12日

011 埼玉県 1030005010338 ○ 特定非営利活動法人越谷らるご 越谷市千間台東１丁目２番地１ 鎌倉　賢哉 ○ 埼玉県 2014年07月25日 2019年07月24日 2013年02月26日 2014年07月24日

011 埼玉県 9030005007054 ○ 特定非営利活動法人メイあさかセンター 朝霞市本町２丁目７番１７号 尾池　富美子 ○ 埼玉県 2014年09月26日 2024年09月25日

011 埼玉県 6030005010655 ○
特定非営利活動法人男女共同参画こしがや
ともろう

越谷市北越谷二丁目２１番８号 原　博子 ○ 2014年11月28日 2024年11月27日

011 埼玉県 2030005015798 ○ ＮＰＯ法人ＴＳＵＢＡＳＡ 新座市中野２丁目２番２２号 松本　壮士 ○ 2014年12月19日 2024年12月18日

011 埼玉県 1030005014173 ○ 特定非営利活動法人キャンパー 行田市谷郷１丁目１６番１０号 飯田　芳幸 ○ 埼玉県 2015年03月24日 2020年03月23日 2013年09月27日 2015年03月23日

011 埼玉県 1030005009900 ○ 特定非営利活動法人燈台（解散） 石黒　早苗 ○ 2015年10月15日 2020年03月31日

011 埼玉県 4030005007182 ○ 特定非営利活動法人　耀の会（解散）
吉田　淳子（清

算人）
○ 2015年10月15日 2020年10月14日

011 埼玉県 6030005014111 ○ 特定非営利活動法人市民シアター・エフ 深谷市深谷町９番１２号 竹石　研二 ○ 2016年02月01日 2026年01月31日 2013年03月15日 2016年01月31日

011 埼玉県 7030005014473 ○ 特定非営利活動法人くまがや小麦の会 熊谷市中奈良１７９７番地１ 日向　美津江 ○ 2016年03月04日 2026年03月03日 2015年02月10日 2016年03月03日

011 埼玉県 5030005015969 ○
特定非営利活動法人ＤＮＡ研究会・健康な街
づくり推進グループ（解散）

廣川　行夫 ○ 2016年03月30日 2020年02月10日

011 埼玉県 8030005012682 ○ 特定非営利活動法人川口市民環境会議 川口市 浅羽　理恵 ○ 2016年07月19日 2026年07月18日 2015年10月27日 2016年07月18日

011 埼玉県 7030005016759 ○ 特定非営利活動法人夢舞台 川越市中台２丁目１４－１２ 新井　秀親 ○ 2017年02月28日 2027年02月27日 2016年03月30日 2017年02月27日

011 埼玉県 8030005015421 ○ 認定ＮＰＯ法人森のＥＣＨＩＣＡ 秩父市下吉田3809番地 葭田　昭子 ○ 2017年03月07日 2027年03月06日 2014年07月01日 2017年03月06日

011 埼玉県 1030005003738 ○ ○ 特定非営利活動法人育てネット 所沢市くすのき台三丁目５番５号 山本　勣行 ○ 2017年09月01日 2022年08月31日

011 埼玉県 3030005017439 ○
特定非営利活動法人熊谷市ほたるを保護す
る会

熊谷市三本１９２７番地２ 柴田　忠雄 ○ 埼玉県 2017年10月13日 2027年10月12日

011 埼玉県 5030005007537 ○ 特定非営利活動法人きらりびとみやしろ 南埼玉郡宮代町川端３丁目８番２５号 島村　孝一 ○ 2018年03月02日 2028年03月01日 2015年10月30日 2018年03月01日

011 埼玉県 4030005006481 ○ 特定非営利活動法人彩の子ネットワーク
上尾市本町２丁目１３番地８号　根貝戸団地
１階

関　昌美 ○ 2018年11月13日 2023年11月12日 2015年11月22日 2018年11月12日

011 埼玉県 1030005011914 ○
特定非営利活動法人東松山ペレーニアス
ポーツクラブ

東松山市大字正代９１１番地１ 小室　守 ○ 2018年12月14日 2023年12月13日 2015年12月18日 2018年12月13日

011 埼玉県 9030005011205 ○
特定非営利活動法人高齢者・障害者サポー
トクラブ

入間郡毛呂山町市場１０５２－４ 香西　敏男 ○ 2019年03月08日 2024年03月07日

011 埼玉県 1030005015592 ○ 特定非営利活動法人ユーアイネット柏原
狭山市柏原３１６１番地の１０狭山ニュータウ
ン７３－３

岩﨑　康弘 ○ 2019年06月14日 2024年06月13日 2016年10月14日 2019年06月13日

011 埼玉県 5030005017692 ○
特定非営利活動法人三郷早稲田ライフサ
ポートネット

三郷市早稲田７丁目１番地７ 古賀　史朗 ○ 2019年11月12日 2024年11月11日 2018年10月30日 2019年11月11日

011 埼玉県 2030005011120 ○ ＮＰＯ法人カローレ 鶴ヶ島市大字上広谷４７２番地１０ 浅見　要 ○ 2020年03月06日 2025年03月05日

011 埼玉県 6030005014870 ○ 特定非営利活動法人飯能市スポーツ協会 飯能市大字阿須８１２番地３ 岡部　素明 ○ 2020年12月25日 2025年12月24日

011 埼玉県 7030005015703 ○
特定非営利活動法人スペシャルオリンピック
ス日本・埼玉

川口市芝２丁目４番２５号 男澤　望 ○ 2021年04月20日 2026年04月19日 2017年10月03日 2020年10月02日

011 埼玉県 6030005008897 ○ 特定非営利活動法人あいアイ 川越市的場北一丁目１７番地３ 林　千恵子 ○ 2022年07月01日 2027年06月30日

011 埼玉県 7030005014820 ○ 特定非営利活動法人名栗カヌー工房 飯能市大字下名栗１８１７番地９ 山田　直行 ○ 2022年11月11日 2027年11月10日

011 埼玉県 9030005014372 ○ ＮＰＯ法人地域環境緑創造交流協会 深谷市櫛引３７番地１３ 外園　𢜟𢜟 2013年02月26日 2016年02月25日

011 埼玉県 2030005002350 ○
特定非営利活動法人豊友会結婚支援協会
（解散）

岸田　龍男 2013年04月05日 2016年04月04日

011 埼玉県 4030005006639 ○ 特定非営利活動法人ふれあいねっと
上尾市瓦葺2716番地尾山台団地自治会事
務所内

尾上　道雄 2013年12月06日 2016年12月05日

011 埼玉県 9030005007137 ○
特定非営利活動法人　科学芸術学際研究所
ＩＳＴＡ

新座市野火止８－７－２　池上方 石原　正三 2015年03月17日 2018年03月16日

011 埼玉県 3030005016060 ○ 特定非営利活動法人Ａ’ＰＥＡＬ研究所 所沢市北有楽町２１番２号 肥後　好子 2015年03月24日 2018年03月23日

011 埼玉県 8030005004234 ○ 特定非営利活動法人福祉倶楽部ちゃのみ 狭山市柏原２２３０番地の１ 東嶌　満 2015年09月15日 2018年09月14日

011 埼玉県 6030005019143 ○ 特定非営利活動法人空飛ぶアヒル 蓮田市緑町１丁目４番８号 関根　守男 2020年10月02日 2023年10月01日

011 埼玉県 6030005018946 ○ 特定非営利活動法人　今様草加宿 草加市住吉1丁目４番１２号１０１ 長谷部　健一 2021年02月19日 2024年02月18日

012 千葉県 1040005016004 ○ 特定非営利活動法人猫達の幸せを守る会 安房郡鋸南町上佐久間2番地2 髙橋　章樹 2011年08月01日 2016年07月31日

012 千葉県 6040005004433 ○ 特定非営利活動法人實埜里 市川市本北方3丁目16番1号 渡邉　義久 ○ 市川市 2012年11月07日 2027年11月06日

012 千葉県 9040005005619 ○
特定非営利活動法人外国人の子どものため
の勉強会

松戸市新松戸7丁目517番地 海老名　みさ子 ○ 2012年11月30日 2027年11月29日

012 千葉県 4040005005391 ○
特定非営利活動法人自立サポートネット流
山

流山市東初石二丁目189番地の1東ビル1-D 小野内　裕治 ○ 2013年02月04日 2023年02月03日

012 千葉県 8040005006766 ○ 特定非営利活動法人アミーチあんだんて 成田市寺台432番地 日暮　憲子 ○ 2013年02月18日 2028年02月17日

012 千葉県 8040005006766 ○ 特定非営利活動法人アミーチあんだんて 成田市寺台432番地 日暮　憲子 ○ 2013年02月18日 2028年02月17日

012 千葉県 4040005006662 ○ 特定非営利活動法人秋桜
三島木　和香子

（清算人）
2013年07月17日 2018年03月31日

012 千葉県 4040005013527 ○ ○
特定非営利活動法人引退馬協会（英文：The 
Retired Horse Association、略称：RHA ）

香取市本矢作225番地1 沼田　恭子 ○ 2013年07月17日 2023年07月16日

012 千葉県 ○
特定非営利活動法人江戸優り佐原まちづくり
フォーラム

椎名　喜予（清
算人）

2013年10月30日 2019年12月13日

012 千葉県 ○ ＮＰＯ法人しゃり
大久保　誠（清

算人）
2014年03月03日 2018年12月28日
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012 千葉県 5040005014425 ○ 認定ＮＰＯ法人東葛市民後見人の会
我孫子市本町三丁目2番1アビイマンション
718号

松村　直道 ○ 2014年03月03日 2024年03月02日

012 千葉県 3040005004659 ○
特定非営利活動法人日本心療内科学会（英
文：Japanese Society of Psychosomatic 
Internal Medicine）

市川市国府台三丁目2番20号　エルカーサ
103号室

久保　千春 ○ 2014年03月04日 2024年03月03日 2012年11月01日 2014年03月03日

012 千葉県 6040005006669 ○ 認定NPO法人日本ブルキナファソ友好協会 白井市桜台2丁目6番3－404号 松山　則政 ○ 2014年05月20日 2024年05月19日

012 千葉県 2040005004404 ○
特定非営利活動法人生活困窮・ホームレス
自立支援ガンバの会（通称：ＮＰＯガンバの
会）

市川市八幡3丁目28番23号　本八幡イースト
ビル3階

副田　一朗 ○ 2014年06月06日 2024年06月05日

012 千葉県 9040005007169 ○ 認定NPO法人たすけあいの会ふきのとう 四街道市四街道1521番地19号 森　明子 ○ 2014年10月01日 2024年09月30日 2012年11月16日 2014年09月30日

012 千葉県 9040005009669 ○
特定非営利活動法人青葉台さわやかネット
ワーク

市原市青葉台3丁目24番地7 髙柴　正義 ○ 2014年10月01日 2024年09月30日 2013年03月22日 2014年09月30日

012 千葉県 7040005004556 ○ 特定非営利活動法人ニュースタート事務局 浦安市美浜1丁目3番1006号 北澤　久実 ○ 2015年03月25日 2025年03月24日

012 千葉県 9040005005569 ○ 特定非営利活動法人まごころネットワーク 流山市大畔537番地 吉田　栄子 ○ 2015年04月22日 2025年04月21日

012 千葉県 4040005007669 ○
特定非営利活動法人恵まれない子供達の自
立を支援する会

佐倉市西志津2丁目15番36号 神田　三郎 ○ 2015年05月26日 2025年05月25日

012 千葉県 3040005007034 ○ 特定非営利活動法人ドラゴンカヌーさかえ 印旛郡栄町南ケ丘1丁目9番6号 喜多村　恵一 ○ 2015年06月23日 2025年06月22日 2013年09月02日 2015年06月22日

012 千葉県 3040005004915 ○ 特定非営利活動法人浦安ダンスパーク
浦安市明海6丁目1番11－1309号　パークシ
ティグランデ新浦安シーパレス

芳井　憲一 ○ 2015年07月29日 2020年07月28日 2013年02月04日 2015年07月28日

012 千葉県 8040005004745 ○
特定非営利活動法人地域精神保健福祉機
構（略称：COMHBO（コンボ））

市川市平田3丁目5番1号 宇田川　健 ○ 市川市 2015年09月25日 2025年09月24日

012 千葉県 2040005014213 ○ 特定非営利活動法人いもむし 柏市箕輪358番地1 吉田　登美子 ○ 2015年10月06日 2025年10月05日

012 千葉県 9040005017333 ○ 特定非営利活動法人パピポ 市川市南八幡3丁目6番18号 河野　栄治 ○ 市川市 2016年02月05日 2026年02月04日 2015年06月25日 2016年02月04日

012 千葉県 7040005004787 ○
特定非営利活動法人リカバリーサポートセン
ターACTIPS

市川市菅野5丁目11-16 佐藤　茂樹 ○ 市川市 2016年06月06日 2026年06月05日

012 千葉県 8040005014827 ○
特定非営利活動法人Standard　Opinion　
Society

木更津市羽鳥野六丁目20番地15 井坂　泰志 ○ 2016年08月04日 2026年08月03日

012 千葉県 2040005004924 ○
特定非営利活動法人健康都市活動支援機
構

市川市高石神33番20号 千葉　光行 ○ 2016年10月07日 2026年10月06日 2013年12月16日 2016年10月06日

012 千葉県 3040005014154 ○
特定非営利活動法人キャリアデザイン研究
所

柏市柏3丁目1番9号丹羽ビル305号 村松　正敏 ○ 2016年10月31日 2026年10月30日 2013年10月30日 2016年10月29日

012 千葉県 1010405009023 ○
特定非営利活動法人ルーム・トゥ・リード・
ジャパン

市川市曽谷一丁目24番5号
ギータ・ムラリ、

中島　恵
○ 2017年02月10日 2027年02月09日

012 千葉県 6040005005381 ○
認定特定非営利活動法人たすけあいの会ふ
れあいネットまつど

松戸市金ケ作99-6 佐久間　浩子 ○ 2017年06月01日 2027年05月31日

012 千葉県 3040005004295 ○
NPO行徳自然ほごくらぶ（旧名称：特定非営
利活動法人行徳野鳥観察舎友の会）

市川市福栄4丁目27番2号原島方 鈴木　晃夫 ○ 2017年06月16日 2027年06月15日

012 千葉県 2040005018024 ○ 特定非営利活動法人市川市ユネスコ協会 市川市市川3丁目4番19号 吉岡　昭一 ○ 市川市 2018年04月16日 2023年04月15日

012 千葉県 5040005004938 ○ ＮＰＯ法人発達わんぱく会
浦安市東野1丁目4番16号　メゾン町山1階店
舗

小田　知宏 ○ 2018年11月14日 2023年11月13日 2016年01月20日 2019年01月19日

012 千葉県 2040005018098 ○ ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき 佐倉市稲荷台1丁目17番地1、2階 田代　和美 ○ 2019年12月26日 2024年12月25日

012 千葉県 4040005012652 ○
認定NPO法人（旧：NPO法人）スポーツアカデ
ミー

旭市ニ5863-9 大場　弘樹 ○ 2020年07月07日 2025年07月06日

012 千葉県 6040005020067 ○ 特定非営利活動法人いすみ竹炭研究会 いすみ市岬町江場土2988番地5 西澤　真実 ○ 2021年01月06日 2026年01月05日

012 千葉県 9040005014339 ○ 特定非営利活動法人パラキャン 柏市緑ケ丘8番1-202号 大森　勝 ○ 2021年01月08日 2026年01月07日

012 千葉県 6040005015950 ○ 特定非営利活動法人安房の海を守り育む会 館山市川名656番地 福原　一 ○ 2021年02月25日 2026年02月24日

012 千葉県 7040005014456 ○
ＮＰＯ法人千葉県東葛地区・生と死を考える
会（通称：ＮＰＯ法人とうかつ・生と死を考える
会）

柏市南柏1丁目5番14号南柏会館7階 竹内　啓二 ○ 2021年12月15日 2026年12月14日

012 千葉県 4040005019235 ○ 特定非営利活動法人光と風と夢 市原市青柳568番1 小倉　淳 ○ 2022年03月25日 2027年03月24日 2020年09月28日 2023年03月24日

012 千葉県 5040005017865 ○
ＮＰＯ法人ＪＡＳＨ日本性の健康協会（英語表
記：Japanese Association of Sexual Health）

船橋市海神2-8-14 橋本　知枝 ○ 2023年02月20日 2028年02月19日

012 千葉県 1040005014180 ○ 特定非営利活動法人ＡＣＯＢＡ 我孫子市本町3丁目4番17号 木川　敏子 2013年07月01日 2016年06月30日

012 千葉県 3040005008296 ○
特定非営利活動法人ぽぴあ（通称：NPOぽぴ
あ）

袖ケ浦市蔵波２６７４番地２ 関口　幸一 2014年02月03日 2017年02月02日

012 千葉県 9040005001832 ○ 特定非営利活動法人千葉自然学校
千葉市中央区富士見2丁目3番1号　塚本大
千葉ビル7階

久保田　康雄 2015年04月01日 2018年03月31日

013 東京都 8011105003838 ○ ゴールドリボン・ネットワーク 豊島区西池袋二丁目２１番８号 松井　秀文 ○ 2012年10月16日 2027年10月15日

013 東京都 7010005015457 ○ 子どもに笑顔 松島　惠之 2012年10月16日 2022年10月15日

013 東京都 1011305000641 ○ 芸術資源開発機構 新宿区赤城下町４７番１０号　二川ビル 三ツ木　紀英 2012年12月05日 2017年12月04日

013 東京都 1010005007526 ○ ＮＰＯ会計税務専門家ネットワーク 江東区東陽三丁目８番５号　日向野ビル３階 脇坂　誠也 ○ 2012年12月05日 2027年12月04日

013 東京都 7012405001342 ○ 府中ＰＦＳ 松村　秀 2012年12月05日 2017年12月04日

013 東京都 9010405003191 ○ ○ ジーエルエム・インスティチュート
港区虎ノ門一丁目１番２１号　新虎ノ門実業
会館５階

西野　桂子 ○ 2012年12月05日 2022年12月04日

013 東京都 4010405006018 ○ シャイン・オン・キッズ 中央区日本橋本町三丁目３番６号
ＦＯＲＳＹＴＨＥ　
ＫＩＭＢＥＲＬＹ　Ａ

ＮＮ
○ 2012年12月07日 2027年12月06日

013 東京都 6010005015697 ○ ○ フローレンス 千代田区神田神保町一丁目１４番地１号 赤坂　緑 ○ 2012年12月07日 2022年12月06日

013 東京都 9021005007350 ○ 朴の会
北区田端一丁目１１番地１号　勘五郎ビル４０
３号室

野本　千佳子 ○ 2012年12月14日 2027年12月13日

013 東京都 9010005009746 ○ 城塞史跡協会
文京区関口一丁目２５番６号　パレ・ドール文
京第二５０２号室

久保田　正志 2013年01月08日 2018年01月07日

013 東京都 9010905001001 ○ 語らいの家 世田谷区成城四丁目３番２３号 坪井　伸子 2013年01月11日 2018年01月10日

013 東京都 8011705000771 ○ なぎさ虹の会 池山　恭子 2013年01月11日 2018年01月10日

013 東京都 6010005011829 ○ わだつみのこえ記念館
文京区本郷五丁目２９番１３号　赤門アビタシ
オン１階

渡邊　總子 2013年02月06日 2023年02月05日

013 東京都 3010005012862 ○ ○ いきいきフォーラム草の根支援
文京区向丘一丁目７番８号　コミュニティス
ペースほのぼの内

宇野　眞人 ○ 2013年02月18日 2023年02月17日

013 東京都 1012405001711 ○ ○ 文化学習協同ネットワーク 三鷹市下連雀一丁目１４番３号 佐藤　洋作 ○ 2013年03月04日 2023年03月03日

013 東京都 9010705001374 ○ 健康生活推進会 仙石　紘二 2013年03月05日 2022年01月31日

013 東京都 7010805001540 ○ 環境文明二十一 大田区田園調布二丁目２４番２３－３０１号 藤村　コノヱ ○ 2013年03月06日 2028年03月05日

013 東京都 5010005012902 ○ ○ ＳＤＧｓ・プロミス・ジャパン
文京区小石川四丁目１６番１３号　小石川
パークタワー１０１

北岡　理恵子
（鈴木　りえこ）

○ 2013年03月11日 2023年03月10日

013 東京都 2012405000555 ○
特定非営利活動法人全国精神障害者団体
連合会

石塚　研 2013年03月11日 2018年03月10日

013 東京都 2011005000882 ○ ○ ホープワールドワイド・ジャパン 渋谷区笹塚二丁目１６番１号
加藤　敦

竹本　雄大
○ 2013年03月14日 2023年03月13日

013 東京都 8010905002140 ○ 災害人道医療支援会 目黒区大橋二丁目１２番９号　パレスＫＹ３０２ 甲斐　達朗 2013年04月01日 2023年03月31日

013 東京都 1010005006461 ○ アースウォッチ・ジャパン
文京区弥生一丁目１番１号　東京大学大学
院農学生命科学研究科

浦辺　徹郎 ○ 2013年04月01日 2028年03月31日

013 東京都 1010805001637 ○ 海苔のふるさと会 大田区大森南四丁目７番１５号 中村　博 2013年05月21日 2018年05月20日

013 東京都 5010405002750 ○ 市民福祉団体全国協議会 新宿区新宿一丁目２４番７号
鷲尾　公子

村居　多美子
○ 2013年05月23日 2023年05月22日

013 東京都 3010405008312 ○ 日本胃がん予知・診断・治療研究機構
港区白金一丁目１７番２号　白金タワーテラ
ス棟６０９号室

三木　一正 ○ 2013年05月29日 2023年05月28日

013 東京都 4010905002136 ○ 共存の森ネットワーク
世田谷区松原一丁目１１番２６号　コスモリ
ヴェール松原３０１号

澁澤　壽一 2013年05月30日 2018年05月29日

013 東京都 9011305001707 ○ 認定特定非営利活動法人カタリバ
杉並区高円寺南三丁目６６番３号　高円寺コ
モンズ２０３

今村　久美 ○ 2013年06月25日 2023年06月24日

013 東京都 2010905001783 ○ 児童虐待防止全国ネットワーク
世田谷区松原一丁目４５番１０号　ＫＴスクエ
アー４Ｂ号室

吉田　恒雄 ○ 2013年07月08日 2023年07月07日

013 東京都 3011005001252 ○ ぱれっと 渋谷区東二丁目１１番４号 相馬　宏昭 ○ 2013年07月10日 2023年07月09日

013 東京都 6011105001496 ○ 国境なき医師団日本
新宿区馬場下町１番地１　ＦＯＲＥＣＡＳＴ早稲
田ＦＩＲＳＴ３階

中嶋　優子 ○ 2013年07月16日 2023年07月15日

013 東京都 1012405001760 ○ Ｃ．Ｐ．Ｉ．教育文化交流推進委員会 三鷹市中原二丁目１６番９号 小西　菊文 ○ 2013年07月17日 2023年07月16日

013 東京都 4011105004559 ○ 病気の子ども支援ネット遊びのボランティア 新宿区若松町１０番１号　ＹＳビル３０２号室 坂上　和子 ○ 2013年07月19日 2023年07月18日

013 東京都 9012405002082 ○ ＡＭＡＴＡＫカンボジアと共に生きる会 後藤　文雄 2013年07月19日 2016年06月19日

013 東京都 8012805000447 ○ おんがくの共同作業場 立川市曙町二丁目２５番１号 郡司　博 ○ 2013年07月31日 2023年07月30日

013 東京都 1010905001009 ○ ＩＣＡ文化事業協会 世田谷区祖師谷四丁目１番２２号　２階 鈴木　澄子 ○ 2013年08月02日 2023年08月01日

013 東京都 2011105001863 ○ 東京都中途失聴・難聴者協会 新宿区新宿二丁目１５番２５－２０２号 新谷　友良 ○ 2013年08月07日 2023年08月06日

013 東京都 1011505001035 ○ ことばの道案内 北区滝野川七丁目２番７―１０５号 市川　浩明 ○ 2013年08月08日 2023年08月07日

013 東京都 5010605002195 ○ あすなろの会
江東区白河一丁目２番１０号　藤和シティ
ホームズ清澄庭園１階

吉田　貞之 ○ 2013年08月15日 2023年08月14日
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013 東京都 8011005001017 ○ ヒマラヤ保全協会 日野市百草９７１番地の２５９ 相馬　拓也 2013年09月13日 2018年09月12日

013 東京都 2010005014042 ○ 健康と病いの語りディペックス・ジャパン 中央区東日本橋三丁目５番９号 別府　宏圀 ○ 2013年09月20日 2023年09月19日

013 東京都 5010405007683 ○ 国連の友Ａｓｉａ－Ｐａｃｉｆｉｃ 港区北青山二丁目７番２０号　猪瀬ビル２Ｆ 金森　孝裕 2013年10月04日 2018年10月03日

013 東京都 8010005008550 ○ 健康医療評価研究機構
中央区日本橋本町二丁目３番１１号　日本橋
ライフサイエンスビルディング５階

大木　孝太郎 ○ 2013年10月09日 2023年10月08日

013 東京都 9010005012122 ○ グッドネーバーズ・ジャパン
大田区西蒲田七丁目６０番１号　ソメノビル７
階

小泉　智 ○ 2013年11月08日 2023年11月07日

013 東京都 1013205001769 ○ Ｈｏｐｅ　ｆｏｒ　Ｔｏｍｏｒｒｏｗ 田中　均 2013年11月18日 2017年04月01日

013 東京都 9012705000570 ○ だれもがともに小平ネットワーク
小平市仲町２６９番地の１　サンハイム小山１
０２

藤内　昌信 ○ 2013年11月27日 2023年11月26日

013 東京都 9010005004953 ○ 救急ヘリ病院ネットワーク
千代田区一番町２５番地　全国町村議員会
館内

篠田　伸夫 ○ 2013年12月05日 2023年12月04日

013 東京都 1010005005505 ○ 日本民家再生協会 千代田区六番町１番地１ 佐藤　仁 ○ 2013年12月10日 2023年12月09日

013 東京都 8011405001434 ○ ＲＤＡ　Ｊａｐａｎ 狛江市中和泉五丁目３９番１５号 中田　希衣 ○ 2013年12月17日 2023年12月16日

013 東京都 5011005001003 ○ ブリッジ　エーシア　ジャパン 渋谷区本町三丁目４８番２１ー３０３号
新石（根本）　悦

子
○ 2014年01月08日 2024年01月07日

013 東京都 5011305000539 ○ 日本ポーテージ協会
杉並区和田三丁目５４番５号　第１０田中ビル
３階３号室

清水　直治 ○ 2014年01月08日 2024年01月07日

013 東京都 4010905002425 ○ 海の会 堀江　昇 2014年01月17日 2019年01月16日

013 東京都 4010005005023 ○ ぶどうのいえ 文京区弥生一丁目３番１２号 大隈　廣 ○ 2014年01月24日 2024年01月23日

013 東京都 4010805001080 ○ たすけあい大田はせさんず 大田区池上四丁目２８番３号 桟敷　洋子 2014年02月07日 2019年02月06日

013 東京都 2010005007582 ○ 綜合画像研究支援 大隅　正子 2014年02月12日 2024年02月11日

013 東京都 3010705000877 ○ 国際アマチュア無線ボランティアズ 林　義雄 2014年02月18日 2019年02月17日

013 東京都 8010405002723 ○ ＪＨＰ・学校をつくる会 港区芝五丁目１４番２号 笹平　美江子 ○ 2014年02月24日 2024年02月23日

013 東京都 4010905001757 ○ エンディングセンター 町田市真光寺二丁目１２番１１号 井上　治代 ○ 2014年02月28日 2024年02月27日

013 東京都 1010505001103 ○ 日本国際ボランティアセンター 台東区上野五丁目２２番１号 今井　高樹 ○ 2014年03月03日 2024年03月02日

013 東京都 9012405002215 ○ バードリサーチ
国立市東一丁目４番地２８　篠崎ビル３０２号
室

植田　睦之 ○ 2014年03月13日 2024年03月12日 2013年03月05日 2014年03月12日

013 東京都 1013405000356 ○ やまぼうし 日野市多摩平二丁目１２番地２ 伊藤　勲 ○ 2014年03月18日 2024年03月17日 2013年03月25日 2014年03月17日

013 東京都 8010005005746 ○ ＤＰＩ日本会議
千代田区神田錦町三丁目１１番地８　武蔵野
ビル５階

平野　みどり ○ 2014年03月20日 2024年03月19日

013 東京都 9010505002044 ○ ＭＳキャビン 荒川区荒川一丁目４７番７―５０５号 上野　郷子 2014年03月26日 2019年03月25日

013 東京都 9010505001657 ○ ヒューマンライツ・ナウ 港区芝四丁目７番１号　西山ビル４階 新倉　修 ○ 2014年03月26日 2024年03月25日

013 東京都 1011005002112 ○ かものはしプロジェクト
渋谷区広尾五丁目２３番５号　長谷部第一ビ
ル４０２号

青木　健太 ○ 2014年04月01日 2024年03月31日

013 東京都 5013405000360 ○ 工芸技能研究所 日野市落川９９３番地　三榮ビル２階 和田　伊都子 ○ 2014年04月17日 2024年04月16日

013 東京都 9010405009395 ○ ハッピーステップス 港区西新橋一丁目２２―４　Ｓｐａｃｅ Ｒ 廣升　敦子 2014年04月18日 2019年04月17日

013 東京都 8010705000773 ○ コアネット 品川区東五反田一丁目２５番１９号 宮崎　顯作 ○ 2014年04月22日 2024年04月21日

013 東京都 5010005007613 ○ 言論ＮＰＯ
中央区日本橋人形町三丁目７番６号　ＬＡＵＮ
ＣＨ日本橋人形町ビル５階

工藤　泰志 ○ 2014年05月23日 2024年05月22日

013 東京都 3010005018372 ○ 認定ＮＰＯ法人いきいきねっと
中央区日本橋茅場町一丁目１３番１３号　七
宝ビルディング５階

榎本　信哉 ○ 2014年05月26日 2024年05月25日

013 東京都 7011105001999 ○ 水俣フォーラム
新宿区高田馬場一丁目３４番１２号　竹内
ローリエビル４０４号室

實川　裕太 ○ 2014年05月26日 2024年05月25日

013 東京都 9010405008983 ○ 国連ＵＮＨＣＲ協会 港区南青山六丁目１０番１１号 宮内　孝久 ○ 2014年06月02日 2024年06月01日

013 東京都 1011105001575 ○ ＪＥＮ
港区赤坂七丁目５―２７　赤坂パインクレスト
３０５号室

川北　秀人
根本　信博（根

本　昌廣）
○ 2014年06月02日 2024年06月01日

013 東京都 4012405001881 ○ メダカのがっこう 武蔵野市吉祥寺南町五丁目１１番２号 中村　陽子 2014年06月11日 2019年06月10日

013 東京都 4010005006269 ○ 世界の子どもにワクチンを　日本委員会 港区三田四丁目１番９号 剱持　睦子 ○ 2014年06月20日 2024年06月19日

013 東京都 5010405006116 ○ 数理の翼
港区南青山二丁目２番１５号　ウィン青山１２
１４号

上野　雄文 2014年06月30日 2019年06月29日

013 東京都 8010405009751 ○ ＡＬＬ　ＯＮＥ　ＥＡＲＴＨ
北区赤羽二丁目４５番８号　ファーストビル赤
羽５０６号

窪田　英明 2014年06月30日 2019年06月29日

013 東京都 7010605001451 ○ スペシャルオリンピックス日本・東京 新宿区西早稲田二丁目３番１８号　７５号室 真壁　理 ○ 2014年07月01日 2024年06月30日

013 東京都 8012405000442 ○ 冒険遊び場の会
国分寺市並木町一丁目７番７号　ピッコロ１０
１号室

武藤　陽子 ○ 2014年07月01日 2024年06月30日

013 東京都 9011105003143 ○ 日本ボランティアコーディネーター協会
新宿区神楽坂二丁目１３番地　末よしビル別
館３０Ｄ

妻鹿　ふみ子 ○ 2014年07月03日 2024年07月02日

013 東京都 5012805000532 ○ 育て上げネット
立川市高松町二丁目９番２２号　生活館ビル
３階

工藤　啓 ○ 2014年07月11日 2024年07月10日

013 東京都 7010405005116 ○ 富士山世界遺産国民会議 港区虎ノ門五丁目３番２０号　４０４ 青柳　正規 ○ 2014年07月25日 2024年07月24日

013 東京都 3013305000652 ○ パレスチナ子どものキャンペーン 新宿区下落合三丁目１２番２３号 北林　岳彦 ○ 2014年07月25日 2024年07月24日

013 東京都 2010405009476 ○ ラリグラス・ジャパン 港区白金三丁目１０番２１号
長谷川　純代
（長谷川　まり

子）
○ 2014年07月28日 2024年07月27日

013 東京都 4011105001465 ○ ワールド・ビジョン・ジャパン 中野区本町一丁目３２番２号 小西　孝蔵 ○ 2014年08月01日 2024年07月31日

013 東京都 9011005001916 ○ まほろば教育事業団
目黒区青葉台四丁目５番地６号　ローヌ青葉
台１０２

山崎　文靖 ○ 2014年08月07日 2024年08月06日

013 東京都 5011605000222 ○
ＮＰＯ法人アクト練馬たすけあいワーカーズ
エプロン

練馬区石神井町八丁目５３番２４号 伊藤　裕重 ○ 2014年08月12日 2024年08月11日

013 東京都 3013205000380 ○ たんぽぽの会
目黒区碑文谷四丁目３番１２号 メイサウンド
碑文谷１０２

関谷　晶子
岩﨑　貞二

○ 2014年08月18日 2024年08月17日

013 東京都 4010005012770 ○ 日本ブラインドマラソン協会 文京区本郷二丁目９番８号 羽毛田　信吾 2014年08月25日 2019年08月24日

013 東京都 2010705000721 ○ 難民を助ける会
品川区上大崎二丁目１２番２号　ミズホビル７
階

堀江　良彰 ○ 2014年09月01日 2024年08月31日

013 東京都 1011105002094 ○ 自立生活サポートセンター・もやい 新宿区山吹町３６２番地　みどりビル２階 大西　連 ○ 2014年09月01日 2024年08月31日

013 東京都 3010505001761 ○
災害福祉広域支援ネットワーク・サンダー
バード

北区田端一丁目１１番１号 吉井　靖子 ○ 2014年09月08日 2024年09月07日

013 東京都 1010005016221 ○ 環境経営学会
新宿区山吹町３５８―５　アカデミーセンター　
株式会社国際文献社内

岡本　享二 ○ 2014年09月24日 2024年09月23日

013 東京都 5010405002791 ○ 野生生物保全論研究会 港区芝四丁目７番１号 小川　潔 ○ 2014年09月25日 2024年09月24日

013 東京都 1012405001703 ○ ピープルズ・ホープ・ジャパン 武蔵野市中町二丁目９番３２号 神谷　洋平 ○ 2014年09月30日 2024年09月29日

013 東京都 2010005012392 ○ ＪＢＣ・ＣＳＲ基金
中央区銀座七丁目４番１２号　銀座メディカル
ビル８階

分林　保弘 ○ 2014年10月03日 2024年10月02日

013 東京都 3012705001590 ○
認定特定非営利活動法人Ｔｅａｃｈ　Ｆｏｒ　Ｊａｐ
ａｎ

港区新橋六丁目１８番３号　中村ビル４階 中原　健聡 ○ 2014年10月03日 2024年10月02日

013 東京都 5010405002890 ○ 日本都市計画家協会
千代田区神田小川町三丁目２８番地５　ａｘｌｅ
御茶ノ水３０６号室

山本　俊哉 ○ 2014年10月03日 2024年10月02日

013 東京都 5010005010006 ○ ファーストアクセス 中央区銀座一丁目１５番７号―３０３号室 大野　嘉久 ○ 2014年10月06日 2024年10月05日

013 東京都 2010005008622 ○ 子宮頸がんを考える市民の会
豊島区南大塚三丁目３６番７号　南大塚Ｔ＆Ｔ
ビル６階

渡部　享宏 2014年10月06日 2019年10月05日

013 東京都 6010405002592 ○ 風の子会
港区海岸二丁目６番２９号　平成海岸ビル5
階

田中　あけみ ○ 2014年10月06日 2024年10月05日

013 東京都 7010405002708 ○ メドゥサン・デュ・モンド　ジャポン 港区東麻布二丁目６番１０号
ＡＵＳＴＩＮ　ＧＡＥ
Ｌ　ＭＡＲＩＥ　ＣＨ

ＲＩＳＴＯＰＨＥ
○ 2014年10月07日 2024年10月06日

013 東京都 7011305001428 ○ 生態工房
武蔵野市西久保三丁目８番１６号　アンダン
テ武蔵野１０６号

片岡　友美 ○ 2014年10月09日 2024年10月08日

013 東京都 2010905001288 ○ アジアの新しい風 世田谷区弦巻二丁目１８番２２―４１４号 加納　啓良 2014年11月18日 2019年11月17日

013 東京都 2010005005470 ○ トリトン・アーツ・ネットワーク 中央区晴海一丁目８番１０号 長濱　守信 ○ 2014年11月21日 2024年11月20日 2013年01月11日 2014年11月20日

013 東京都 4011105002538 ○ 自然環境復元協会 新宿区内藤町１番７号　ホヲトクビル２０１ 島村　雅英 ○ 2014年11月21日 2024年11月20日

013 東京都 1010005006412 ○ ジャパン・プラットフォーム
千代田区麹町三丁目６番５号　麹町ＧＮ安田
ビル４階

永井　秀哉
上島　安裕

○ 2014年11月21日 2024年11月20日

013 東京都 5010805001286 ○ ラオスのこども 大田区南馬込六丁目２９番１２号－３０３
Ｉｎｔｈａｖｏｎｇ　Ｃｈ
ａｎｔｈａｓｏｎｅ（野
口　チャンタソ

○ 2014年11月26日 2024年11月25日

013 東京都 5012405000437 ○ 府中国際友好交流会 府中市府中町二丁目２５番地 内藤　和良 2014年12月12日 2019年12月11日

013 東京都 7010905000839 ○ 日本テニスウエルネス協会 世田谷区松原五丁目２３番２号 松枝　禮 ○ 2014年12月12日 2024年12月11日

013 東京都 8010005013682 ○ 幼い難民を考える会
台東区台東一丁目１２番地１１号　青木ビル３
階Ｂ室

藤川　祥子 ○ 2014年12月16日 2024年12月15日
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013 東京都 9011105003275 ○ 難民支援協会
千代田区西神田二丁目５番２号　ＴＡＳビル４
階

伊藤　えり（石川　
えり）

○ 2014年12月18日 2024年12月17日

013 東京都 1010005020082 ○ ウォーターエイドジャパン
墨田区亀沢二丁目１２番１１号　ＰＡＸ２１　３０
１号

小寺　清 ○ 2014年12月19日 2024年12月18日

013 東京都 1011105001625 ○ 国境なき子どもたち 新宿区下落合四丁目３番２２号 寺田　朗子 ○ 2014年12月19日 2024年12月18日

013 東京都 7011105002551 ○ 日本ナルコレプシー協会 新宿区赤城下町４４番　（株）マル・ビ内 原　泰介 2014年12月22日 2019年12月21日

013 東京都 3010505001365 ○ シェア＝国際保健協力市民の会
台東区東上野一丁目２０番地６号　丸幸ビル
５階

本田　徹
仲佐　保

○ 2014年12月22日 2024年12月21日

013 東京都 2010405006548 ○ アジア教育友好協会 千代田区九段南二丁目３番２２号 亀井　善太郎 2014年12月25日 2019年12月24日

013 東京都 4010405006959 ○ ＴＡＢＬＥ　ＦＯＲ　ＴＷＯ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 港区赤坂９丁目６番３０－３０８号 小暮　真久 ○ 2015年01月14日 2025年01月13日

013 東京都 2050005003520 ○ 豊かな大地 豊島　聖史 2015年01月16日 2020年01月15日

013 東京都 6010505001453 ○ ＡＣＥ
台東区上野六丁目１番６号　御徒町グリーン
ハイツ１００５号

尾上（岩附）　由
香

小林　裕
○ 2015年01月19日 2025年01月18日

013 東京都 7010005005383 ○
ＨＡＮＤＳ（Ｈｅａｌｔｈ　ａｎｄ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ）

台東区東上野一丁目２０番６号　丸幸ビル３
階

横田　雅史 ○ 2015年01月19日 2025年01月18日

013 東京都 4010005011327 ○ 環境リレーションズ研究所 千代田区神田小川町二丁目３番地１２
伊東　敦子（鈴

木 敦子）
○ 2015年01月23日 2025年01月22日

013 東京都 2012305001414 ○ フレンズ・オヴ・アニマルズ 町田市上小山田町１６４番地２　舘田方 舘田　潤子 ○ 2015年01月28日 2025年01月27日

013 東京都 4010005008554 ○ Ａｌｌ　Ｌｉｆｅ　Ｌｉｎｅ　Ｎｅｔ
千代田区神田錦町三丁目７番地２　逸侶ビル
４Ｆ　環境サイエンス株式会社内

城所　卓雄 2015年02月04日 2020年02月03日

013 東京都 4010905001666 ○ アフリカ野球友の会 友成　晋也 2015年02月06日 2020年02月05日

013 東京都 8011305000610 ○ 環太平洋学生キャンプ 高原 克行 2015年02月09日 2020年02月08日

013 東京都 2011105004123 ○ 国際インフラパートナーズ
千代田区神田錦町三丁目２番地　千代田印
刷会館６０３

中尾　忠彦 2015年02月13日 2020年02月12日

013 東京都 4010505001884 ○ ＢＨＮテレコム支援協議会
台東区上野五丁目２４番１１号　ＮＴＴ上野ビ
ル

稲生　英男 ○ 2015年02月27日 2025年02月26日

013 東京都 1011705000860 ○ ふるさと東京を考える実行委員会
江戸川区中葛西六丁目７番１２号　ビッグバ
ン株式会社内

関口　雄三 2015年03月04日 2020年03月03日

013 東京都 7011105005430 ○ 日本障害者協議会
新宿区戸山一丁目２２番１号　公益財団法人
日本障害者リハビリテーション協会内

藤井　克德 ○ 2015年03月10日 2025年03月09日

013 東京都 9011105001741 ○ 国際ビフレンダーズ東京自殺防止センター 新宿区大久保三丁目１０番１号 吉岡　尚文 ○ 2015年03月10日 2025年03月09日

013 東京都 1011105001550 ○ 全国骨髄バンク推進連絡協議会 千代田区東神田一丁目３番４号　ＫＴビル３階 田中　重勝 ○ 2015年03月13日 2025年03月12日

013 東京都 6010505001742 ○ 東京盲ろう者友の会
台東区浅草橋一丁目３２番６号　コスモス浅
草橋酒井ビル

藤鹿　一之 ○ 2015年03月17日 2025年03月16日

013 東京都 7011305001873 ○ さわやか青少年センター 杉並区上荻一丁目１８番６―５０１号 有馬　正史 ○ 2015年03月19日 2025年03月18日

013 東京都 1010405002993 ○ グリーフケア・サポートプラザ
港区赤坂九丁目２番６号　カルム第２赤坂１０
３

飯森　眞喜雄 ○ 2015年03月26日 2025年03月25日

013 東京都 1010905001272 ○ ＮＰＯ法人　ＴＯＫＹＯ　ＮＯＶＹＩ・ＡＲＴ
世田谷区北沢二丁目１３番６号　第１マツヤ
ビル３Ｆ

岡﨑　弘司 ○ 2015年03月27日 2025年03月26日

013 東京都 9011105005726 ○ パレスチナの子どもの里親運動
豊島区高田三丁目８番５号　セントラルワセ
ダ４０７号室

秋本　悦男 ○ 2015年03月30日 2025年03月29日

013 東京都 1010905001990 ○ 日本を美しくする会 新宿区西新宿六丁目１２番６―６０１号 利　哲雄 ○ 2015年03月31日 2025年03月30日

013 東京都 5011305001272 ○ チャイルド・ファンド・ジャパン 杉並区善福寺二丁目１７番５号 髙橋　潤 ○ 2015年04月01日 2025年03月31日

013 東京都 6011105002156 ○ 日本地雷処理を支援する会
千代田区九段南三丁目８番１０号　川内ビル
１０階

岸川　公彦 ○ 2015年04月01日 2025年03月31日

013 東京都 2010905001321 ○ イーパーツ 世田谷区三軒茶屋二丁目５５番８号 佐々木　良一 ○ 2015年04月09日 2025年04月08日

013 東京都 9011105004026 ○ 原子力資料情報室 中野区中央二丁目４８番４号　小倉ビル１階
山口　幸夫
柴　邦生
伴　英幸

○ 2015年04月10日 2025年04月09日

013 東京都 1011305001383 ○ 東京コミュニティスクール 中野区中野一丁目６２番１０号
三木　由香里

（堀江　由香里）
○ 2015年04月10日 2025年04月09日

013 東京都 4011205001266 ○ 聖地のこどもを支える会
中野区東中野五丁目８番７号　ＮＥコート５０２
号室

井上　弘子 ○ 2015年04月27日 2025年04月26日

013 東京都 4010905001897 ○ ハートセービングプロジェクト 世田谷区下馬一丁目２９番５号―１０２ 富田　英 ○ 2015年04月27日 2025年04月26日

013 東京都 6012305001476 ○ 悠声会 港区芝四丁目３―２　三田富洋ハイツ４１０ 鈴木　晄夫 ○ 2015年04月30日 2025年04月29日

013 東京都 5010505001594 ○ 国際子ども権利センター
台東区東上野一丁目２０番６号　丸幸ビル３
階

甲斐田　万智子 ○ 2015年05月11日 2025年05月10日

013 東京都 5010005017975 ○ 全国木材資源リサイクル協会連合会 中央区日本橋小伝馬町１３番５号 藤枝　慎治 ○ 2015年05月11日 2025年05月10日

013 東京都 7011105003681 ○ タートル
新宿区四谷本塩町２番５号　（社福）日本視
覚障害者職能開発センター　東京ワーク
ショップ内

重田　雅俊 ○ 2015年05月19日 2025年05月18日

013 東京都 1010505001235 ○ 山友会 台東区清川二丁目３２番８号 大脇　甲哉 ○ 2015年05月21日 2025年05月20日

013 東京都 5010005020120 ○ Ｍａｌａｒｉａ　Ｎｏ　Ｍｏｒｅ　Ｊａｐａｎ
千代田区麹町三丁目７番地４　秩父屋ビル８
階

神余　隆博 ○ 2015年06月01日 2025年05月31日

013 東京都 6012405001046 ○ ＥＳＡアジア教育支援の会 狛江市東和泉一丁目２３番３号 内田　智子 ○ 2015年06月01日 2025年05月31日

013 東京都 4010005007416 ○ Ｐｅａｃｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｊａｐａｎ
千代田区神田神保町一丁目４０番地　豊明ビ
ル３０１号

村橋　靖之 ○ 2015年06月02日 2025年06月01日

013 東京都 9010005009060 ○ 日本システム監査人協会
中央区日本橋茅場町二丁目１６番７号　本間
ビル

松枝　憲司 ○ 2015年06月03日 2025年06月02日

013 東京都 9010005006041 ○ 金融知力普及協会 中央区日本橋一丁目４番１号 金子　昌資 ○ 2015年06月08日 2025年06月07日

013 東京都 6010005006267 ○ 日本ハビタット協会
千代田区隼町２―１２　藤和半蔵門コープ１０
３号

中村　徹 ○ 2015年07月01日 2025年06月30日

013 東京都 7010905002562 ○ 沖縄・球美の里 向井　雪子 2015年07月07日 2022年12月31日

013 東京都 2010005011642 ○ Ｒｅａｃｈ　Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅｓ 新宿区改代町２６―１　三田村ビル２０３ 瀬谷　ルミ子 ○ 2015年07月07日 2025年07月06日

013 東京都 9013305000754 ○ ＦｏＥ　Ｊａｐａｎ 板橋区小茂根一丁目２１―９
ヘルテン・ランダ

ル・アラン
○ 2015年07月09日 2025年07月08日

013 東京都 2010605001027 ○ アーユス仏教国際協力ネットワーク 江東区清澄三丁目６番８号 松本　智量 ○ 2015年07月13日 2025年07月12日

013 東京都 5010405010695 ○ ＮＰＯ法人ディック遺児奨学会 港区浜松町一丁目２９番６号 原田　隆之 ○ 2015年07月15日 2025年07月14日

013 東京都 4010905001740 ○ サイド・バイ・サイド・インターナショナル
中央区日本橋本町三丁目８番５号　日本橋
本町松本ビル９階

佐々木　明子 2015年08月07日 2020年08月06日

013 東京都 3011005005484 ○ Ａｓｈｉｔａ 植田　雅子 2015年08月25日 2020年08月24日

013 東京都 6010005005541 ○ 難病のこども支援全国ネットワーク
文京区本郷一丁目１５番４　文京尚学ビル６
階

岡　明 ○ 2015年08月27日 2025年08月26日

013 東京都 3010005013068 ○
１００万人のふるさと回帰・循環運動推進・支
援センター

千代田区有楽町２―１０―１　東京交通会館
８階

高橋　公 ○ 2015年08月28日 2025年08月27日

013 東京都 3010605001240 ○ 日本アレルギー友の会
江東区住吉二丁目６番５号　インテグレート
村上ビル３階

武川　篤之 ○ 2015年09月04日 2025年09月03日

013 東京都 4013405000790 ○ ＮＧＯブラジル人労働者支援センター 加藤　仁紀 2015年10月01日 2020年09月30日 2013年10月09日 2015年09月30日

013 東京都 8011005001322 ○
ＮＰＯ法人ＪＫＳＫ女性の活力を社会の活力
に

目黒区駒場三丁目１２番２９号 棚澤　青路 2015年10月19日 2021年04月19日

013 東京都 9011105001766 ○ 高木仁三郎市民科学基金 新宿区四谷本塩町４番１５号　新井ビル３階
河合　弘之

高木　久仁子
○ 2015年10月20日 2025年10月19日

013 東京都 3011105003693 ○ 日本雲南聯誼協会 新宿区市谷左内町２１番１３号 初鹿野　惠蘭 ○ 2015年10月26日 2025年10月25日

013 東京都 1010005012591 ○ チャリティー・アソシエーション 中央区銀座一丁目１４番５号 小栗　夏生 2015年10月30日 2020年10月29日

013 東京都 4011805001962 ○ ＮＰＯ法人ワーク・ライフ・バランス　ラボ 足立区舎人一丁目２５番９号 中嶋　篤子 2015年11月05日 2020年11月04日 2014年03月11日 2015年11月04日

013 東京都 7010005009517 ○ アジア・チャイルドケア・リーグ 中央区築地一丁目４番３―８０８ 渡邉　和代 ○ 2015年11月16日 2025年11月15日

013 東京都 2010005005842 ○ 日本ＮＰＯセンター
千代田区大手町二丁目２番１号　新大手町ビ
ル２４５

萩原　なつ子 ○ 2015年12月10日 2025年12月09日

013 東京都 4010805001915 ○ 外国人看護師・介護福祉士教育支援組織
大田区東雪谷三丁目２０番７号　ワヨレット雪
谷２０２

青野　淳子 ○ 2015年12月21日 2025年12月20日

013 東京都 6010905001730 ○ ホームケアエクスパーツ協会
世田谷区代田六丁目６番９号　アルコーブ下
北沢Ｂ１

酒井　忠昭 ○ 2015年12月24日 2025年12月23日 2013年01月11日 2015年12月23日

013 東京都 2011105001896 ○ 高麗博物館
新宿区大久保一丁目１２番１号 第二韓国広
場ビル

村上　啓子 ○ 2015年12月24日 2025年12月23日

013 東京都 8011105001916 ○
カンボジアの健康及び教育と地域を支援する
会

新宿区四谷四丁目三番二十九号　伸治ビル
４階

永井　厚 ○ 2015年12月28日 2025年12月27日

013 東京都 9010005010167 ○ 富士山測候所を活用する会 新宿区大久保二丁目５番５号　中村ビル２階 三浦　和彦 ○ 2016年01月08日 2026年01月07日 2013年07月29日 2016年01月07日

013 東京都 7011105003797 ○ シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 関口　宏聡 2016年01月13日 2021年11月05日

013 東京都 1012405002908 ○ みらいの森
港区芝公園二丁目６番８号　日本女子会館５
階ＯＷＬ

ＣＯＸ　ＤＡＮＩＥＬ　
ＯＣＯＮＮＥＬＬ

○ 2016年01月13日 2026年01月12日

013 東京都 6011405001519 ○ 東京乾癬の会Ｐ－ＰＡＴ 杉並区永福四丁目１番４号 大藏　由美 2016年01月13日 2021年01月12日

013 東京都 4011005003198 ○ 日本若手精神科医の会
中央区日本橋茅場町一丁目９番２号　株式
会社メセナフィールドアークス内

安藝　森央 ○ 2016年01月15日 2026年01月14日
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013 東京都 9010405005304 ○ 東京英語いのちの電話
港区南青山六丁目１０番１１号　ウェスレーセ
ンター２階

ＤＭＩＴＲＥＮＫＯ　
ＡＬＥＸＡＮＤＲＥ

○ 2016年01月18日 2026年01月17日 2013年03月13日 2016年01月17日

013 東京都 4011305001562 ○ 福祉送迎サービス・杉並 長谷川　靖子 2016年01月28日 2021年01月27日 2013年03月06日 2016年01月27日

013 東京都 3010405003156 ○ 平尾昌晃ラブ＆ハーモニー基金 中央区築地六丁目１番１０号　築地ＵＳビル 服部　真之介 ○ 2016年02月15日 2026年02月14日

013 東京都 8011105006147 ○ プラチナ・ギルドの会 新宿区西早稲田一丁目２２番３―１７０６号 久保　健 ○ 2016年02月22日 2026年02月21日

013 東京都 1011105003530 ○ チャイルドライン支援センター 新宿区天神町１４番　神楽坂藤井ビル５階 竹村　浩 ○ 2016年02月25日 2026年02月24日

013 東京都 8010005008625 ○ ＯｕｒＰｌａｎｅｔ－ＴＶ
千代田区神田猿楽町二丁目２番３号　ＮＳビ
ル２０２号室

白石　草 ○ 2016年03月02日 2026年03月01日 2013年02月05日 2016年02月04日

013 東京都 8010005014474 ○ アジア・コミュニティ・センター２１
文京区本駒込二丁目１２番１３号　アジア文
化会館内

伊藤　道雄 ○ 2016年03月02日 2026年03月01日

013 東京都 1012305001539 ○ ＴＡＭＡ音楽フォーラム 町田市東玉川学園一丁目６番２０号 岡山　芳子 ○ 2016年03月07日 2026年03月06日

013 東京都 1010605001564 ○ 日本がん臨床試験推進機構
千代田区神田神保町一丁目６４番地　神保
町協和ビル６階

藤井　雅志 ○ 2016年04月06日 2026年04月05日

013 東京都 7010505001320 ○ ＡＰＥＸ 井上　斉 2016年04月13日 2021年04月12日

013 東京都 7011005001637 ○ ＡＤＲＡ　Ｊａｐａｎ 渋谷区神宮前一丁目１１番１号 柴田　俊生 ○ 2016年04月18日 2026年04月17日

013 東京都 5011105003832 ○ 全国盲導犬施設連合会 新宿区住吉町５番１号　吉村ビル２階 井上　幸彦 ○ 2016年04月28日 2026年04月27日

013 東京都 5290005006372 ○ ソルト・パヤタス
中央区日本橋蛎殻町一丁目２４番４号　井川
ビル２Ｆ

上田　壮一朗 2016年05月16日 2021年05月15日

013 東京都 5011305000530 ○ ＪＵＯＮ　ＮＥＴＷＯＲＫ
杉並区和田三丁目３０番２２号　大学生協会
館５階

生源寺　眞一 ○ 2016年05月30日 2026年05月29日

013 東京都 5380005011157 ○ ハッスル
品川区二葉四丁目２５番２号　朝日プラザ中
延１０１

中田　建一郎 2016年06月14日 2021年06月13日

013 東京都 5010005008339 ○ エファジャパン
千代田区九段南三丁目２番２号　九段宝生ビ
ル３階

伊藤　道雄 ○ 2016年06月14日 2026年06月13日

013 東京都 6120005008054 ○
認定特定非営利活動法人ささえあい医療人
権センターＣＯＭＬ（コムル）

文京区本郷三丁目３５番４号　不二光学ビル
６階

山口　育子 ○ 2016年07月01日 2026年06月30日

013 東京都 5013405000303 ○ 福祉カフェテリア 日野市日野本町三丁目１３番４ 林　幹高 2016年07月12日 2021年07月11日

013 東京都 2010005012021 ○ まちのすみかの会 墨田区文花二丁目９番１１号 青木　敏隆 2016年07月13日 2021年07月12日 2013年08月01日 2016年07月12日

013 東京都 2011105004098 ○ 腎臓病早期発見推進機構 板橋区向原二丁目１番６号 竹内　和久 2016年07月14日 2021年07月13日

013 東京都 9011305001830 ○ Ｐ．Ｒ．Ｏ
杉並区上高井戸一丁目８番２０号　第１島田
ビル３０１

吉田　篤史 2016年07月22日 2021年07月21日 2014年05月30日 2016年07月21日

013 東京都 4011205001290 ○ 環境エネルギー政策研究所 新宿区四谷三栄町１６番１６号 飯田　哲也 2016年07月28日 2021年07月27日

013 東京都 4011105003692 ○ 特定非営利活動法人まちぽっと
新宿区歌舞伎町二丁目１９番１３号　ＡＳＫビ
ル５０１号

佐々木　貴子 2016年07月28日 2021年07月27日

013 東京都 4010505001851 ○ 中国帰国者・日中友好の会
台東区台東三丁目３５番７号　ペガサスミシン
ビル１階

池田　澄江 ○ 2016年08月17日 2026年08月16日

013 東京都 5010005014576 ○ キャンサーネットジャパン
文京区湯島一丁目１０番２号　御茶ノ水Ｋ＆Ｋ
ビル２階

吉武　哲 ○ 2016年08月22日 2026年08月21日

013 東京都 6010905002209 ○ 日本文化塾 世田谷区奥沢八丁目２９番１４号 鈴木　壽子 2016年08月26日 2021年08月25日 2013年03月29日 2016年03月28日

013 東京都 9010005016222 ○ バイオ未来キッズ
中央区八丁堀二丁目３０番１６号　丸高八丁
堀ビル３階

西山　徹 2016年08月30日 2021年08月29日

013 東京都 5011605001591 ○ ＮＰＯ法人知的障害者みきの会 柳原　広義 2016年09月01日 2021年08月31日

013 東京都 4010005009370 ○ 日本医療政策機構 千代田区大手町一丁目９番２号 黒川　清 ○ 2016年09月01日 2026年08月31日

013 東京都 4010505001991 ○ ジャパンハート 台東区寿一丁目５番１０号　１５１０ビル３階 吉岡　春菜 ○ 2016年09月05日 2026年09月04日

013 東京都 1011105001963 ○ 棚田ネットワーク 新宿区西新宿七丁目１８番１６－７０４号 杉山　行男 ○ 2016年10月17日 2026年10月16日

013 東京都 9011105001898 ○ 市民シンクタンクひと・まち社
新宿区歌舞伎町二丁目１９番１３号　ＡＳＫビ
ル

工藤　春代 ○ 2016年10月21日 2026年10月20日 2014年01月24日 2016年10月20日

013 東京都 4011005002794 ○ サービスグラント 渋谷区渋谷一丁目２番１０号 嵯峨　生馬 ○ 2016年11月01日 2026年10月31日 2013年07月10日 2016年07月09日

013 東京都 9010005008351 ○ 消費者機構日本 千代田区六番町１５　プラザエフ６階
佐々木　幸孝
菅波　睦子（二

村　睦子）
○ 2016年11月02日 2026年11月01日

013 東京都 9010005008442 ○ 日本免疫学会
千代田区神田和泉町一番地４の２　ＫＵＭＡＫ
Ｉビル２Ｆ

黒﨑　知博 ○ 2016年11月07日 2026年11月06日 2013年12月13日 2016年11月06日

013 東京都 6010405008334 ○ トラ・ゾウ保護基金 港区虎ノ門二丁目５番４号　末広ビル３階 李（戸川）　久美 ○ 2016年11月10日 2026年11月09日

013 東京都 1011105004000 ○ アトピッ子地球の子ネットワーク 港区芝四丁目７番１号　西山ビル４階 吉澤　淳 ○ 2016年11月30日 2026年11月29日

013 東京都 1011005002698 ○ 全国就労支援事業者機構 渋谷区千駄ヶ谷五丁目１０番９号 榊原　定征 ○ 2016年12月19日 2026年12月18日

013 東京都 3010405008618 ○ 日本ファンドレイジング協会 港区新橋五丁目７―１２　ひのき屋ビル７階 鵜尾　雅隆 ○ 2016年12月20日 2026年12月19日 2013年03月15日 2016年03月14日

013 東京都 3011105001755 ○ シャプラニール＝市民による海外協力の会 新宿区西早稲田二丁目３番１号 坂口　和隆 ○ 2016年12月21日 2026年12月20日

013 東京都 4010905001971 ○ ＬＳスコラ育英基金 世田谷区船橋一丁目２５番１５号 宇野　哲人 ○ 2016年12月26日 2026年12月25日

013 東京都 5010705000776 ○ 礎の石孤児院 品川区西五反田一丁目１４番１号 北野　直人 ○ 2016年12月26日 2026年12月25日

013 東京都 5010005006284 ○ 経営支援ＮＰＯクラブ
千代田区内神田一丁目５番１３号　内神田Ｔ
Ｋビル１階

助川　英治 ○ 2016年12月27日 2026年12月26日 2013年06月21日 2016年06月20日

013 東京都 3011105002654 ○ 国際協力ＮＧＯセンター
新宿区西早稲田二丁目３番１８号　アバコビ
ル５F

鬼丸　昌也 2016年12月28日 2021年12月27日

013 東京都 7011605001334 ○ 首都東京みなと創り研究会 練馬区西大泉三丁目１３番４４号 高野　一男 2017年01月19日 2022年01月18日 2014年06月11日 2017年01月18日

013 東京都 1011005003011 ○ よりどりみどり 渋谷区千駄ヶ谷五丁目３番１２号 藤堂　博徳 ○ 2017年01月25日 2027年01月24日 2015年03月09日 2017年01月24日

013 東京都 6011105002627 ○ アジアキリスト教教育基金 新宿区西早稲田二丁目３番１８号 荒谷　出 ○ 2017年01月25日 2027年01月24日

013 東京都 7010905002769 ○ ココロのバリアフリー計画 世田谷区上馬二丁目３３番３号 池田　君江 2017年01月26日 2022年01月25日

013 東京都 2010005007021 ○ ミュージック・シェアリング
千代田区麹町二丁目５番地１８半蔵門ハウス
６０１号

五嶋　みどり ○ 2017年02月03日 2027年02月02日

013 東京都 1012405002016 ○ 東京多摩いのちの電話 国分寺市本町一丁目６番２号 早借　洋一 2017年02月03日 2022年08月17日

013 東京都 9012705001494 ○ その人を中心とした認知症ケアを考える会 国立市富士見台一丁目７番地１―１５―４０６ 村田　康子 2017年02月06日 2022年02月05日

013 東京都 8010005020489 ○ キャリア権推進ネットワーク
中央区日本橋三丁目２番１４号　新槇町ビル
別館第一

諏訪　康雄 ○ 2017年03月02日 2027年03月01日

013 東京都 6010905002340 ○ フリー・ザ・チルドレン・ジャパン
世田谷区南烏山六丁目６番５号　安藤ビル３
階

中島　早苗 ○ 2017年03月13日 2027年03月12日

013 東京都 1030005012788 ○ ＣＦＦジャパン 世田谷区給田三丁目３４番３号―１０１ 安部　光彦 ○ 2017年03月14日 2027年03月13日

013 東京都 6010705001633 ○ Ｌｉｖｉｎｇ　ｉｎ　Ｐｅａｃｅ
中央区日本橋兜町５番１号　兜町第１平和ビ
ル

中里　晋三
龔　軼群

○ 2017年03月15日 2027年03月14日

013 東京都 2011105001632 ○ 日本セルプセンター
新宿区新宿一丁目１３番１号　大橋御苑駅ビ
ル別館２階

髙江　智和理 ○ 2017年03月17日 2027年03月16日 2014年09月24日 2017年03月16日

013 東京都 5011505001163 ○ 多文化共生センター東京
荒川区荒川三丁目７４番６号　メゾン荒川Ⅱ２
０１号室

枦木　典子 ○ 2017年03月17日 2027年03月16日

013 東京都 5013305001756 ○ ３ｋｅｙｓ 新宿区新宿一丁目１２番５号 森山　誉恵 ○ 2017年03月21日 2027年03月20日

013 東京都 6011005002719 ○ おやじ日本
渋谷区道玄坂一丁目２番３号　渋谷フクラス
１７階

竹花　豊 ○ 2017年04月05日 2027年04月04日

013 東京都 6011005006240 ○ 希望の会 渋谷区広尾五丁目１６番２号 轟　浩美 ○ 2017年04月06日 2027年04月05日

013 東京都 7010005008873 ○ ＮＰＯ現代の理論・社会フォーラム
千代田区神田神保町三丁目１１番地　望月ビ
ル３階

古川　純 ○ 2017年05月18日 2027年05月17日 2014年06月11日 2017年05月17日

013 東京都 9012405001324 ○ ジャパン・カインドネス協会 国立市中一丁目１８－４１　栄ビル３０１号室 松谷　高顕 ○ 2017年06月07日 2027年06月06日

013 東京都 1011305001937 ○ スマイリングホスピタルジャパン
杉並区永福四丁目１番９号　エイジアームズ
１―Ｂ

松本　惠里 ○ 2017年07月27日 2027年07月26日

013 東京都 5010505002205 ○ 日本多発性硬化症協会 台東区寿四丁目１番２号 水谷　裕之 ○ 2017年07月28日 2027年07月27日

013 東京都 8010005022122 ○ ＡＲＵＮ　Ｓｅｅｄ
文京区本郷三丁目４０番１０号　三翔ビル本
郷４階

山岡　聡子 2017年07月28日 2022年07月27日

013 東京都 9011705001001 ○ トラッソス
江戸川区中央四丁目２０番１８号　米冨ハイ
ツ１階

江木　ひかり ○ 2017年08月03日 2027年08月02日 2014年09月25日 2017年08月02日

013 東京都 5010805001336 ○ アニマルライツセンター
渋谷区宇田川町１２番３号　ニュー渋谷コー
ポラス１００９

吉田　千尋 2017年08月18日 2022年08月17日

013 東京都 3010405002835 ○ がんサポートコミュニティー
港区虎ノ門３丁目１０番４号虎ノ門ガーデン２
１４号室

渥美　隆之 ○ 2017年09月01日 2027年08月31日

013 東京都 7010005013056 ○ ストップ結核パートナーシップ日本
千代田区神田三崎町一丁目３番１２号　結核
予防会内

森　亨
田中　慶司

○ 2017年09月11日 2027年09月10日

013 東京都 8010405002938 ○ ＥＤＧＥ 港区芝四丁目7番１号　西山ビル４階 藤堂　栄子 ○ 2017年09月14日 2027年09月13日 2014年07月02日 2017年07月01日

013 東京都 8011005001041 ○ キリスト教メンタル・ケア・センター
渋谷区代々木二丁目３６番４号　代々木プリ
ンスマンション１０２

藤﨑　義宜 ○ 2017年09月15日 2027年09月14日 2015年04月17日 2017年09月14日

013 東京都 2010005011493 ○ ブリッジフォースマイル 港区南青山三丁目１番３０号 林　恵子 ○ 2017年09月22日 2027年09月21日
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013 東京都 7011105006775 ○ ｍａｇｇｉｅ’ｓ　ｔｏｋｙｏ 江東区豊洲六丁目４番１８号
秋山　正子
濱松　美穂

○ 2017年10月10日 2027年10月09日

013 東京都 8011005001090 ○ ＥＴＩＣ．
渋谷区恵比寿一丁目１９番１９号　恵比寿ビ
ジネスタワー１２階

伊藤　順平
坂本　多恵
白鳥　環

○ 2017年10月16日 2027年10月15日 2014年10月21日 2017年10月15日

013 東京都 2013205001223 ○ フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーＪＡＰＡＮ
千代田区東神田一丁目１４―１１　ヤマダビ
ル６Ｆ

赤尾　和美 ○ 2017年10月16日 2027年10月15日

013 東京都 5010005005988 ○ パルシック
千代田区神田淡路町一丁目７番地１１　東洋
ビル

穂坂　光彦
伊藤　淳子

○ 2017年11月01日 2027年10月31日

013 東京都 7011005002890 ○ 日本ＢＰＷ連合会
渋谷区代々木二丁目２１番１１号　婦選会館
３０３号

名取　はにわ ○ 2017年11月07日 2027年11月06日

013 東京都 9011305001509 ○ ○ マドレボニータ
渋谷区恵比寿一丁目１５番９号　シルク恵比
寿４０３

山本　裕子
中桐　昌子

○ 2017年11月16日 2022年11月15日

013 東京都 6011105001546 ○ 環の会 新宿区下落合四丁目２３番１３号 星野　寛美 ○ 2017年12月04日 2027年12月03日

013 東京都 8010405007961 ○ Ｈａｎｄｓ　Ｏｎ　Ｔｏｋｙｏ
港区六本木五丁目１６番４６号　ガーデニア
六本木１０１号室

Ｔｈｅｏｄｏｒｅ　Ｃ．
Ｇｕｉｌｄ

○ 2017年12月06日 2027年12月05日

013 東京都 1010905001462 ○ ○ プレーパークせたがや 世田谷区桜一丁目３１番２３号　Ｋ邸Ｂ棟 登坂　真人 ○ 2017年12月25日 2022年12月24日

013 東京都 6013205001698 ○ ○ 認定特定非営利活動法人ＣＬＯＵＤＹ
渋谷区恵比寿一丁目１６番地２６号　協和ビ
ル２階

銅冶　勇人 ○ 2017年12月27日 2022年12月26日

013 東京都 4010005006087 ○ ○ 日本防災士機構
千代田区一番町２５番地　全国町村議員会
館５階

原　正之 ○ 2018年01月05日 2023年01月04日

013 東京都 2010105000776 ○ ゆぎの里 八王子市越野７７３番地 亀井　澄男 2018年01月24日 2023年01月23日 2013年04月18日 2016年04月17日

013 東京都 8012405001779 ○ ○ なかよし会 三鷹市井の頭二丁目２１番１８号 岡﨑　昌史 ○ 2018年02月19日 2023年02月18日 2015年03月04日 2018年02月18日

013 東京都 8011305000536 ○ ○ ももの会 杉並区宮前三丁目１４番８号 大井　妙子 ○ 2018年02月20日 2023年02月19日

013 東京都 5010005007456 ○ ○ 開発教育協会
文京区小石川二丁目１７番４１号　富坂キリ
スト教センター２号館３階

湯本　浩之 ○ 2018年03月16日 2023年03月15日 2014年10月03日 2017年10月02日

013 東京都 6011605000221 ○ ○
アビリティクラブたすけあい練馬たすけあい
ワーカーズふろしき

練馬区練馬四丁目１７番２号　グリンデル豊
島園１０２

馬渕　さおり ○ 2018年03月16日 2023年03月15日

013 東京都 2013405000644 ○ ○ 多摩草むらの会
多摩市鶴牧一丁目４番地の１０　アネックス鶴
牧１０１

風間　美代子
村上　秀平

○ 2018年03月26日 2023年03月25日

013 東京都 1010005019067 ○ ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会 千代田区六番町１５番地　プラザエフ６階 中澤　正夫 ○ 2018年04月11日 2023年04月10日 2016年02月25日 2018年04月10日

013 東京都 8010505001419 ○ セカンドハーベスト・ジャパン 台東区浅草橋四丁目５番１号　水田ビル１Ｆ
ＢＡＹＬＥＳ　ＪＯ
ＨＮ　ＣＲＡＶＥＮ

○ 2018年04月11日 2023年04月10日

013 東京都 7010705001384 ○ ボルネオ保全トラスト・ジャパン
品川区東品川一丁目２５番８号　東京サラヤ
ビル２階

黒鳥　英俊 ○ 2018年04月11日 2023年04月10日

013 東京都 2011105001517 ○ バイオメディカルサイエンス研究会 品川区上大崎二丁目２０番８号の３ 瀬島　俊介 ○ 2018年05月15日 2023年05月14日 2015年03月26日 2018年03月25日

013 東京都 9010405002978 ○ こころのビタミン研究所
港区三田三丁目１番５号　第一奈半利川ビル
３階

栗原　弘美 ○ 2018年06月06日 2023年06月05日 2015年05月08日 2018年05月07日

013 東京都 6010405002948 ○ まな市民後見セーフティーネット 港区六本木七丁目８番５－１００１号 毛利　陽子 ○ 2018年06月07日 2023年06月06日

013 東京都 6010005015623 ○ フェアトレード・ラベル・ジャパン
中央区日本橋富沢町１１番地―６号　英守東
京ビルディング３階

堀木　一男 ○ 2018年06月07日 2023年06月06日

013 東京都 5010005009766 ○ 太陽光発電所ネットワーク
文京区湯島一丁目９番１０号　湯島ビル６０２
号室

都筑　建 ○ 2018年07月04日 2023年07月03日 2015年11月17日 2018年07月03日

013 東京都 3010005023034 ○ 日本子宮内膜症啓発会議
中央区築地一丁目４番８号　築地ホワイトビ
ル８０３　ストラメッド株式会社内

百枝　幹雄 ○ 2018年07月04日 2023年07月03日

013 東京都 2012405003079 ○ ＲｅＢｉｔ
渋谷区代々木三丁目２６番２号　新宿カメヤ
ビル４階

藥師　実芳 ○ 2018年07月26日 2023年07月25日

013 東京都 4010405012981 ○ プラチナ美容塾 港区港南四丁目６番５―１４０２号 伊藤　文子 ○ 2018年07月26日 2023年07月25日

013 東京都 5012705001309 ○ コミュニティケアリンク東京 小平市御幸町１３１番５号 山﨑　章郎 ○ 2018年07月27日 2023年07月26日 2015年07月29日 2018年07月26日

013 東京都 5010605001981 ○ 夢職人 江東区亀戸六丁目５４番５号　小川ビル２階 岩切　準 ○ 2018年09月06日 2023年09月05日 2013年09月20日 2016年09月19日

013 東京都 5010005018024 ○ 岡崎研究所 千代田区永田町二丁目９番８―５０５号 茂田　宏 ○ 2018年09月07日 2023年09月06日

013 東京都 3010505001514 ○ きぼうのいえ 台東区清川二丁目２９番１２号 下条　裕章 ○ 2018年10月01日 2023年09月30日

013 東京都 7011005006818 ○ ＰＩＥＣＥＳ
文京区本郷三丁目４０番１０号　三翔ビル本
郷４Ｆ

小澤　いぶき ○ 2018年10月04日 2023年10月03日

013 東京都 9010005013921 ○ しんぐるまざあず・ふぉーらむ
千代田区飯田橋一丁目８番９号　ニューシ
ティハイツ飯田橋４０２

赤石　千衣子 ○ 2018年10月15日 2023年10月14日

013 東京都 8010005014383 ○ 大学宇宙工学コンソーシアム 文京区弥生二丁目３番２号 桒原　聡文 ○ 2018年10月17日 2023年10月16日 2013年06月12日 2016年06月11日

013 東京都 4010405003304 ○ 認定ＮＰＯ法人東京フィルメックス
新宿区西新宿二丁目６番１号　新宿住友ビル
４５Ｆ

市山　尚三 ○ 2018年11月08日 2023年11月07日 2015年11月16日 2018年11月07日

013 東京都 8011205001238 ○ 女性のスペース「結」
中野区上高田二丁目５８番１１号　西山ガー
デンハウス２０１

中村　敏子 ○ 2018年11月15日 2023年11月14日 2014年09月30日 2017年09月29日

013 東京都 3012405001908 ○ 健康体操指導ワーカーズ 国分寺市戸倉四丁目１０番地５２ 小川　葉子 ○ 2018年11月19日 2023年11月18日

013 東京都 6011105006603 ○ ＮＰＯ法人Ｔｒｙ　Ｆｉｅｌｄ 新宿区高田馬場三丁目３５番１４号 橋本　珠樹 ○ 2018年11月21日 2023年11月20日

013 東京都 1010005014720 ○ 日本がん登録協議会
中央区銀座八丁目１９番１８号　第三東栄ビ
ル５０３

猿木　信裕 ○ 2018年11月27日 2023年11月26日

013 東京都 9010005019241 ○ 日本沙漠緑化実践協会
千代田区外神田五丁目５番５号　沼田ビル２
階

藤田　佳久 ○ 2018年12月20日 2023年12月19日

013 東京都 7011005001439 ○ ｇｒｅｅｎ ｂｉｒｄ 渋谷区神宮前６丁目３５番３号－７３２ 福田　圭祐 ○ 2018年12月26日 2023年12月25日

013 東京都 3010505002223 ○ 全国ストップ・ザ・ロコモ協議会
台東区台東四丁目２６番８号　御徒町台東ビ
ル６階

林　承弘 ○ 2019年01月07日 2024年01月06日

013 東京都 5010405002874 ○ ＩＳＰＡ　Ｊａｐａｎ 世田谷区成城四丁目３３番１―５０９号 友眞　衛 ○ 2019年02月20日 2024年02月19日

013 東京都 5011705000741 ○
認定特定非営利活動法人えどがわエコセン
ター

江戸川区船堀四丁目１番１号　江戸川区総
合区民ホール内

岩瀬　耕二 ○ 2019年03月01日 2024年02月29日

013 東京都 7011005003336 ○ 一人一票実現国民会議 渋谷区桜丘町１７番６号 伊藤　真 ○ 2019年03月18日 2024年03月17日 2016年01月13日 2019年01月12日

013 東京都 2011105002440 ○ フィリピン日系人リーガルサポートセンター 新宿区四谷本塩町４番１５号　新井ビル３階
猪俣　典弘
河合　弘之

○ 2019年03月20日 2024年03月19日 2015年01月16日 2018年01月15日

013 東京都 8013305001407 ○ 全国脊髄小脳変性症・多系統萎縮症友の会
豊島区北大塚二丁目７番２号　第６不二ハイ
ツ１階６１Ｂ号室

中村　元子 ○ 2019年03月22日 2024年03月21日

013 東京都 3011405001777 ○ ケニア・コイノニア友の会ジャパン
板橋区板橋三丁目３２番１号　日本キリスト合
同教会板橋教会内

大井　満 ○ 2019年03月28日 2024年03月27日

013 東京都 2013405000322 ○ 多摩子ども劇場 多摩市落合一丁目４６番地１　４階４０７号室 春田　祐子 ○ 2019年04月11日 2024年04月10日

013 東京都 2011005006351 ○ アフリカゾウの涙 渋谷区渋谷三丁目２７番１１号
岡本　愛理（山

脇　愛理）
○ 2019年04月16日 2024年04月15日

013 東京都 4011505001882 ○ おもちゃの図書館全国連絡会 荒川区東日暮里二丁目２５番１１号 鈴木　訪子 ○ 2019年04月26日 2024年04月25日

013 東京都 9011005003177 ○ ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン
新宿区新宿五丁目１１番２５号　アソルティ新
宿５丁目３０１

ＧＡＯ　ＬＩＵ　高　
柳

○ 2019年05月14日 2024年05月13日

013 東京都 7010005016091 ○ ベトナム簿記普及推進協議会
千代田区丸の内一丁目８番１号　丸の内トラ
ストタワーＮ館８階　税理士法人山田＆パート
ナ ズ内

玉川　雅之 ○ 2019年05月23日 2024年05月22日

013 東京都 5013305002003 ○ 日本マンガ・アニメトキワ荘フォーラム
豊島区南長﨑三丁目１６番６号　日本加除出
版株式会社内

尾中　哲夫 ○ 2019年06月10日 2024年06月09日 2016年11月10日 2019年06月09日

013 東京都 4010905002193 ○ グローバル・スポーツ・アライアンス 三浦　雄一郎 2019年06月14日 2020年06月23日 2014年07月29日 2017年07月28日

013 東京都 3010705001727 ○ 日本チョウ類保全協会 品川区大井四丁目１番５―２０１ 松村　行栄 ○ 2019年06月18日 2024年06月17日

013 東京都 4010005014461 ○ ベトナム子ども基金
文京区本駒込二丁目１２番１３号　アジア文
化会館内

近藤　曻 ○ 2019年08月05日 2024年08月04日

013 東京都 4010105001203 ○ ＣＥＳ
八王子市南町５番１３号　八王子ローヤルマ
ンション１階

加藤　彰 ○ 2019年08月07日 2024年08月06日 2015年11月20日 2018年11月19日

013 東京都 8011105002360 ○ 日本伝統文化協議会 三鷹市牟礼一丁目５番１５号 波多野　誠 ○ 2019年08月08日 2024年08月07日

013 東京都 8010905000854 ○ わんぱくクラブ育成会 世田谷区若林二丁目３９番２号 宮本　実 ○ 2019年09月06日 2024年09月05日

013 東京都 5010005027116 ○ 消費者スマイル基金 千代田区六番町１５ 河野　康子 ○ 2019年10月07日 2024年10月06日

013 東京都 2011705001346 ○ ＡｆｒｉＭｅｄｉｃｏ 港区新橋六丁目１８―３　中村ビル 安齊　恵理 ○ 2019年11月08日 2024年11月07日

013 東京都 4010105001707 ○ 八王子つばめ塾 八王子市元横山町一丁目１０番３号 小宮　位之 ○ 2019年11月13日 2024年11月12日

013 東京都 8011105006642 ○ 演劇倶楽部・座
新宿区新宿五丁目９番１１号　アルメリア新宿
１Ｆ

松本　敬通（壤　
晴彦）

○ 2019年11月14日 2024年11月13日

013 東京都 1011105001609 ○ ぷれいす東京
新宿区高田馬場四丁目１１番５号三幸ハイツ
４０３号

生島　嗣 ○ 2019年12月03日 2024年12月02日

013 東京都 2011005005543 ○ ジービーパートナーズ
港区新橋一丁目１８番２号　明宏ビル本館４
階

松井　昭 ○ 2019年12月06日 2024年12月05日

013 東京都 4010905002565 ○ マザーリンク・ジャパン 世田谷区若林三丁目８番５号 寝占　理絵 ○ 2019年12月09日 2024年12月08日

013 東京都 1010005025981 ○ 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク
千代田区大手町二丁目２番１号　新大手町ビ
ル２６７―Ｂ

栗田　暢之 ○ 2019年12月09日 2024年12月08日

013 東京都 9010005028028 ○ キッズドア基金
中央区新川二丁目１番地１１号　八重洲第１
パークビル７Ｆ

松見　幸太郎 ○ 2020年01月08日 2025年01月07日

013 東京都 8010005024985 ○ 全世代 千代田区九段南四丁目８番３２号
石川　善樹
石濱　人樹

枝廣　映子（大
○ 2020年01月09日 2025年01月08日

013 東京都 7010005007413 ○ 日本水フォーラム
中央区日本橋箱崎町５番４号　アライズ第２
ビル６階

竹村　公太郎 ○ 2020年02月03日 2025年02月02日



9／22

所轄庁による認定・特例認定 法人名簿 2023年04月28日更新

認定 有効期間 特例認定　有効期間

自治体名

絶対
値

条例指定
自 至

所轄庁コード
自 至

法人番号
主たる事務所の

所在地
所轄庁

認
定

特
例
認
定

更
新
申
請
中

法人名 代表者氏名

PST基準

相対
値

013 東京都 1011105007465 ○ 化学兵器被害者支援日中未来平和基金
新宿区新宿一丁目６番５号　シガラキビル９
階　ピープルズ法律事務所内

淡路　剛久 ○ 2020年03月27日 2025年03月26日

013 東京都 7010905001936 ○ エク・プロジェクト 文京区向丘一丁目３番１―３０１号 勝村　務 ○ 2020年04月10日 2025年04月09日 2016年06月16日 2019年06月15日

013 東京都 7010905001928 ○ Ｈｏｐｅ　ａｎｄ　Ｆａｉｔｈ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 世田谷区玉川四丁目１０番２０号 福井　誠 ○ 2020年04月10日 2025年04月09日

013 東京都 4011005007505 ○ ファクトチェック・イニシアティブ 港区芝四丁目７番１号　西山ビル４階 瀬川　至朗 ○ 2020年07月13日 2025年07月12日

013 東京都 9011205000387 ○ ブラーマ・クマリス 中野区上高田二丁目４０番６号 滝沢　裕子 ○ 2020年07月21日 2025年07月20日

013 東京都 7011005002346 ○ リブ・フォー・ライフ美奈子基金
渋谷区広尾五丁目２４番３号　ハイシティ広尾
Ⅰ―３０１

田村　和子 ○ 2020年10月16日 2025年10月15日

013 東京都 8010605001186 ○ ２１世紀構想研究会 港区西麻布一丁目２番２３号　脇ビル３０１ 馬場　錬成 ○ 2020年11月10日 2025年11月09日

013 東京都 3013305001964 ○ ｖｅｒｙ５０
豊島区南大塚二丁目４５番１１号　メゾンドー
ルアム１０１号

菅谷　亮介 ○ 2020年12月03日 2025年12月02日

013 東京都 2013305002443 ○ インデペンデンツクラブ 豊島区南大塚三丁目２番６号 秦　信行 ○ 2021年01月05日 2026年01月04日

013 東京都 1010005004911 ○ ファミリーハウス
千代田区神田須田町一丁目１３番地５　藤野
ビル３階

江口　八千代 ○ 2021年01月25日 2026年01月24日

013 東京都 9011605002116 ○ ねりまこども食堂 練馬区高松三丁目７番１号 金子　良枝 ○ 2021年02月05日 2026年02月04日

013 東京都 3010005027266 ○ 国際化学オリンピック日本委員会
町田市原町田四丁目１９番２０号　ライオンズ
シティ町田東２０５

木原　伸浩 ○ 2021年03月15日 2026年03月14日

013 東京都 7030005017971 ○ 修復的対話の会 足立区千住三丁目６　ツオード千住壱番館 梅崎　薫 ○ 2021年03月26日 2026年03月25日 2019年02月12日 2021年03月25日

013 東京都 2011005008001 ○ ＮＰＯ法人社交ダンス文化振興会
渋谷区代々木一丁目３１番１３号　マグナ工
業ビル６階

瀬古　薫希 ○ 2021年04月22日 2026年04月21日

013 東京都 1011005007945 ○ 全国こども食堂支援センター・むすびえ
新宿区西新宿一丁目２０番３号　西新宿髙木
ビル７階

湯浅　誠 ○ 2021年05月12日 2026年05月11日

013 東京都 1011505000912 ○ ジャパンマック
北区滝野川六丁目７６番９号　エスポワール・
オチアイ１階

岡田　昌之 ○ 2021年05月25日 2026年05月24日

013 東京都 9010005023400 ○ ｅ‐Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ
千代田区東神田一丁目２番８号　赤塚ビル２
階

三輪　開人 ○ 2021年06月02日 2026年06月01日 2018年06月07日 2021年06月01日

013 東京都 4010005005031 ○ 東京都日本中国友好協会
文京区本郷三丁目４番５号　ハイムお茶の水
７階７０２号室

宇都宮　徳一郎 ○ 2021年06月04日 2026年06月03日

013 東京都 2013405000388 ○ 日野・市民自治研究所 日野市日野本町三丁目１３番地の１６ 平　和元 ○ 2021年06月07日 2026年06月06日

013 東京都 5011105003865 ○ 日本アマチュア演奏家協会
新宿区歌舞伎町二丁目６番１６号　パレドー
ル歌舞伎町第二２０１号

奥村　早苗 ○ 2021年07月08日 2026年07月07日

013 東京都 1012305001398 ○ Ｌａ　Ｍａｎｏ 町田市金井五丁目１４番１８号 髙芝　一民 ○ 2021年07月14日 2026年07月13日

013 東京都 9120005011996 ○ きらめき未来塾 新宿区西新宿六丁目６番２号 住川　雅洋 ○ 2021年08月03日 2026年08月02日

013 東京都 2010005016170 ○ 街ｉｎｇ本郷 文京区本郷四丁目３６番５号 長谷川　大 ○ 2021年09月07日 2026年09月06日

013 東京都 9010005013153 ○ 日本を護る会 豊島区南池袋二丁目５番１２号 大橋　武郎 ○ 2021年09月07日 2026年09月06日

013 東京都 1011005007029 ○ フードバンク渋谷 渋谷区松濤一丁目２６番６号 久保田　文吾 ○ 2021年09月09日 2026年09月08日

013 東京都 5010405015166 ○ ５ｙｅａｒｓ
港区芝浦三丁目４番２号　グランパークハイ
ツ２６０４

大久保　淳一 ○ 2021年10月01日 2026年09月30日

013 東京都 3010005023488 ○ 親子はねやすめ
千代田区岩本町二丁目１８番１４号　藤井第
一ビル６階

宮地　浩太 ○ 2021年10月14日 2026年10月13日

013 東京都 7010005014434 ○ キッズドア
中央区新川二丁目１番１１号　八重洲第一
パークビル７Ｆ

渡邉　由美子 ○ 2021年10月15日 2026年10月14日

013 東京都 9010905003138 ○ 心のおしゃべり音楽工房 世田谷区弦巻二丁目１２番２８号 中井　深雪 ○ 2021年11月08日 2026年11月07日

013 東京都 9012705001701 ○ ＡＬＤの未来を考える会 西東京市北町二丁目８番３４号 本間　利江 ○ 2021年11月09日 2026年11月08日

013 東京都 5011605001419 ○ 江戸城天守を再建する会
千代田区西神田二丁目５番７号　神田中央ビ
ル５０５

島田　昌幸 ○ 2021年12月06日 2026年12月05日

013 東京都 4010005027950 ○ ＮＰＯ法人水力開発研究所
中央区日本橋二丁目１番１７号　丹生ビル２
階

井上　素行 ○ 2021年12月06日 2026年12月05日

013 東京都 5010005004874 ○ 地球の友と歩む会 千代田区富士見二丁目２番２―５０３号 横山　計三 ○ 2021年12月13日 2026年12月12日

013 東京都 5013305002085 ○ 豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワーク 豊島区池袋三丁目５２番２１号 栗林　知絵子 ○ 2022年01月07日 2027年01月06日

013 東京都 4011205002322 ○ Ｄｉａｌｏｇｕｅ　ｆｏｒ　Ｐｅｏｐｌｅ 中野区新井二丁目１０番３号　ＫＳビル２０２ 佐藤　慧 ○ 2022年01月07日 2027年01月06日

013 東京都 6010005031026 ○ ワンコたすける協会 中央区月島一丁目３番１６―３０１号 土屋　文美 ○ 2022年01月14日 2027年01月13日

013 東京都 6012405001327 ○ Ｏｈａｎａ 国分寺市新町一丁目１８番地９ 白瀬　美弘 ○ 2022年01月28日 2027年01月27日

013 東京都 4010005016094 ○ グッド・エイジング・エールズ 渋谷区神宮前二丁目３３番１８号 松中　権 ○ 2022年03月03日 2027年03月02日

013 東京都 1010405006623 ○ みなと障がい者福祉事業団
港区芝一丁目８番２３号　港区立障害保健福
祉センター内

堀　信子 ○ 2022年06月03日 2027年06月02日

013 東京都 3010005022770 ○ Ｌｅａｒｎｉｎｇ　ｆｏｒ　Ａｌｌ
新宿区新宿五丁目１番１号　ローヤルマン
ションビル４０４号

李　炯植 ○ 2022年06月28日 2027年06月27日

013 東京都 8010905003171 ○ Ｂｅｉｎｇ　ＡＬＩＶＥ　Ｊａｐａｎ 世田谷区深沢二丁目１２番１―２１３号 北野　華子 ○ 2022年06月29日 2027年06月28日

013 東京都 9011505001135 ○ 勉強レストランそうなんだ！！ 北区上中里一丁目３０番１号 福喜多　明子 ○ 2022年07月04日 2027年07月03日

013 東京都 4010005017324 ○ 日本ジオパークネットワーク 千代田区内神田一丁目５番１号 古川　隆三郎 ○ 2022年08月01日 2027年07月31日 2015年01月16日 2018年01月15日

013 東京都 9011005001643 ○ ジャパンハートクラブ
渋谷区代々木二丁目２３番１号　ニュー・ステ
イト・メナー９５６号

片桐　敬 ○ 2022年08月05日 2027年08月04日

013 東京都 9011105008159 ○ ＮＰＯ法人こつこつ 新宿区北新宿四丁目８番１２―９０４号 里見　見千子 ○ 2022年08月23日 2027年08月22日

013 東京都 3013405000809 ○ 子どもへのまなざし 日野市西平山四丁目１８番地の１２ 中川　ひろみ ○ 2022年08月30日 2027年08月29日 2013年05月23日 2016年05月22日

013 東京都 7010905003833 ○ ｄｅｌｅｔｅＣ
江東区青海一丁目１番２０号　ダイバーシティ
東京オフィスタワー１２階

小国　士朗 ○ 2022年09月22日 2027年09月21日

013 東京都 8011105007434 ○
１０代・２０代の妊娠ＳＯＳ新宿‐キッズ＆ファ
ミリー

新宿区西早稲田三丁目８番１１号 佐藤　初美 ○ 2022年10月27日 2027年10月26日

013 東京都 8012405002892 ○ ＮＰＯ法人Ａｉｍ　Ｔｏｐ　Ｓｗｉｍｍｉｎｇ　Ｃｌｕｂ 世田谷区上北沢四丁目２５番１号　１階 濱田　茂之 ○ 2022年11月28日 2027年11月27日

013 東京都 8013305002859 ○ ピッコラーレ
豊島区千早四丁目１８番５号　キャニオンマン
ション千早町201号

中島　かおり ○ 2022年12月06日 2027年12月05日

013 東京都 7012405003140 ○ アースマンシップ 武蔵野市吉祥寺本町四丁目１６番４号 岡田　淳 ○ 2023年01月16日 2028年01月15日

013 東京都 8011305002400 ○ アニメ特撮アーカイブ機構 杉並区松庵三丁目３５番１８号 庵野　秀明 ○ 2023年01月17日 2028年01月16日

013 東京都 1010005028332 ○ ＮＰＯ法人災害看護推進会 文京区本郷四丁目３４番１４号 田中　久仁美 ○ 2023年01月20日 2028年01月19日

013 東京都 3011105003834 ○ 芸術と遊び創造協会 新宿区四谷四丁目２０番１号 多田　千尋 ○ 2023年03月09日 2028年03月08日 2015年07月10日 2016年04月05日

013 東京都 8011105001908 ○ 日本国際親善協会
新宿区新宿五丁目７番７号　ニューバレービ
ル４階

伊瀬　洋昭 ○ 2023年03月28日 2028年03月27日

013 東京都 8011105009785 ○ ＣＡＬＬ４
新宿区神楽坂五丁目８番地　恵比寿亭ビル４
０２号室

谷口　太規 ○ 2023年03月28日 2028年03月27日

013 東京都 8011605001110 ○ 練馬区障害者福祉推進機構 練馬区豊玉北四丁目１１番７号 光永　勉 2013年01月11日 2016年01月10日

013 東京都 ○ ふれあいらんど小平の会 染谷　睦子 2013年01月11日 2015年03月28日

013 東京都 9010005014705 ○ 安全工学会
中央区日本橋茅場町三丁目５番２号　アロマ
ビル６階

武藤　潤 2013年02月05日 2016年02月04日

013 東京都 6010905001615 ○ せたがや白梅 世田谷区松原六丁目４３番１７号 小寺　厚宏 2013年02月06日 2016年02月05日

013 東京都 8010005015274 ○ 身上監護協会 渋谷区恵比寿二丁目28－10　ShuBLDG2539 愛知　和男 2013年02月18日 2016年02月17日

013 東京都 5010005013909 ○ 和塾
中央区銀座四丁目１３番８号　ソフィアスクエ
ア銀座８０５

田中　康嗣 2013年03月06日 2016年03月05日

013 東京都 1010405002861 ○ 食材の寺小屋
千代田区内幸町二丁目２番１号　日本プレス
センタービル８４９号室

中村　靖彦 2013年03月13日 2016年03月12日

013 東京都 3010705000704 ○ 健康科学研究開発センター 板橋区舟渡一丁目８―１４―３０６号 藤原　孝之 2013年04月01日 2016年03月31日

013 東京都 2011105004263 ○ 日本国籍華人同携会 新宿区北新宿四丁目4番16－601号 盛　十和子 2013年04月17日 2016年04月16日

013 東京都 3011105001904 ○ 建築ネットワークセンター 新宿区早稲田町７４番地 荻野　廣己 2013年05月30日 2016年05月29日

013 東京都 4010405003353 ○ ドットジェイピー
千代田区麹町二丁目１０番２号　プレミアムオ
フィス麹町３０４号室

佐藤　大吾 2013年06月04日 2016年06月03日

013 東京都 9010405009627 ○ じぶん未来クラブ 港区芝四丁目７番１号　西山ビル４階 佐野　一郎 2013年06月12日 2016年06月11日

013 東京都 2010905001643 ○ 自立の家 世田谷区豪徳寺一丁目４１番６号 宮坂　知孝 2013年06月12日 2016年06月11日

013 東京都 3010005008324 ○ 日本食品安全検証機構 文京区関口一丁目７番５－３０４号 茶薗　明 2013年06月28日 2016年06月27日

013 東京都 6011105002486 ○ 日本知的財産翻訳協会
新宿区西新宿二丁目６番１号　新宿住友ビル
１５階

奥山　尚一 2013年09月09日 2016年09月08日

013 東京都 2012405002139 ○ Ｓｉｎｇ　Ｏｕｔ　Ａｓｉａ 三鷹市井の頭一丁目１１番１５号 長島　大輔 2013年11月12日 2016年11月11日
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013 東京都 4010105000700 ○ 若駒ライフサポート 八王子市横川町521番地の1 鈴木　祐三 2013年11月12日 2016年11月11日

013 東京都 3010005013712 ○ 地学オリンピック日本委員会
文京区弥生二丁目4番16号　学会センタービ
ル内

小川　康雄 2014年03月11日 2017年03月10日

013 東京都 8013405000614 ○ 市民サポートセンター日野 日野市南平二丁目５６番地の１０ 今村　久美子 2014年03月18日 2017年03月17日

013 東京都 2010905002088 ○ 青少年育成支援ネットワーク 世田谷区成城七丁目３４番１１号 鎌田　素子 2014年06月19日 2017年06月18日

013 東京都 6010405003715 ○ サステナビリティ日本フォーラム
港区白金台三丁目１９番６号　白金台ビル５
階

後藤　敏彦 2014年08月01日 2017年07月31日

013 東京都 7012405002167 ○ 支援技術開発機構
調布市若葉町一丁目１番地６１　ＪＤＣ１０１号
室

山内　繁 2014年08月29日 2017年08月28日

013 東京都 5010005014733 ○ 農商工連携サポートセンター
千代田区神田錦町三丁目２１番地ちよだプ
ラットフォームスクウェア

大塚　洋一郎 2014年09月05日 2017年09月04日

013 東京都 7010905001424 ○ ＮＰＯ法人はぁと世田谷 世田谷区砧四丁目１番１０号 御園生　久義 2015年01月16日 2018年01月15日

013 東京都 5012705000608 ○ ＮＰＯいきがいサロンオリーブ 小平市小川町一丁目９７２番地１ 加世田　輝三 2015年01月21日 2018年01月20日

013 東京都 2010005007112 ○ 日本心臓血管外科学会 文京区本郷二丁目２６番９号 横山　斉 2015年03月27日 2018年03月26日

013 東京都 8012705001297 ○ 東久留米市体育協会
東久留米市大門町二丁目１４番３７号　東久
留米市スポーツセンター内

永田　昇 2015年08月11日 2018年08月10日

013 東京都 2010105001469 ○ 日本医療開発機構 八王子市大和田町一丁目７番２３号 北原　茂実 2015年09月01日 2018年08月31日

013 東京都 3010605001117 ○ すみだ学習ガーデン 武本　浩和 2015年11月27日 2018年11月26日

013 東京都 7010405012434 ○ 万年野党 港区元赤坂一丁目２番７号　赤坂Ｋタワー 宮内　義彦 2016年03月31日 2019年03月30日

013 東京都 6011805002570 ○ おたまじゃくしクラブ 足立区千住二丁目６５番地　双葉ビル２階 野田　重雄 2017年12月14日 2020年12月13日

013 東京都 4010405015803 ○ 国際難民支援団体ＲＥＩ
港区南青山二丁目２番１５号　ウィン青山９４
２

Ｃｏｌｌｉｎｓ　Ｓｉｍｏ
ｎ　Ｊｏｈｎ

2020年11月30日 2023年11月29日

013 東京都 8010405015642 ○ 日本学生社会人ネットワーク
港区虎ノ門一丁目１２番９号　スズエ・アンド・
スズエビル６階

真坂　淳 2022年10月03日 2025年10月02日

013 東京都 9010005027649 ○ ＡＳＨＡ
港区浜松町二丁目２番１５号　浜松町ダイヤ
ビル２Ｆ

ＳＨＡＫＹＡ　ＳＡ
ＮＤＥＥＰ
任　喜史

2023年01月13日 2026年01月12日

014 神奈川県 5021005002231 ○ ○
特定非営利活動法人　鎌倉広町の森市民の
会

鎌倉市津６０２番地３ 西田　哲治 ○ 2013年03月27日 2023年03月26日

014 神奈川県 2370805000453 ○ 特定非営利活動法人　地球のステージ 海老名市扇町７番７号 桑山　紀彦 ○ 2013年04月26日 2028年04月25日

014 神奈川県 6021005001232 ○
特定非営利活動法人　湘南ふじさわシニア
ネット

藤沢市藤沢496番地　藤沢森井ビル 山本　実 ○ 神奈川県 2013年06月11日 2028年06月10日

014 神奈川県 9021005005024 ○
特定非営利活動法人　ＷＥ２１ジャパン海老
名

海老名市中央一丁目14番46号　チェリーコー
ト海老名103

成瀬　源子 ○ 神奈川県 2013年06月24日 2023年06月23日

014 神奈川県 4020005004387 ○
特定非営利活動法人　エバーラスティング・
ネイチャー 横浜市神奈川区西神奈川三丁目17番８号

中山　典子（大
島）

○ 2013年06月25日 2023年06月24日

014 神奈川県 9021005002137 ○
特定非営利活動法人　鎌倉市市民活動セン
ター運営会議

鎌倉市腰越五丁目１６－１２ 小島　政行 ○ 2013年06月25日 2023年06月24日

014 神奈川県 7021005008136 ○
特定非営利活動法人　三浦半島高齢者福祉
事業所

横須賀市荻野９番１３号 宮川　とみ子 ○ 横須賀市 2013年08月29日 2018年08月28日

014 神奈川県 4021005006588 ○
特定非営利活動法人　日本再生プログラム
推進フォーラム

小田原市栄町二丁目１３番１２号ＡＳＵＫＡビ
ル２階

藤原　直哉 ○ 2013年11月13日 2023年11月12日

014 神奈川県 9021005000371 ○ ＮＰＯ法人　ぐるーぷ藤 藤沢市藤が岡一丁目４番２ 藤井　美和 ○ 2013年12月25日 2023年12月24日

014 神奈川県 9021005007301 ○
特定非営利活動法人　柔道教育ソリダリ
ティー

平塚市北金目四丁目１番１号　東海大学体
育学部柔道研究室

山下　泰裕 ○ 2014年01月27日 2019年01月26日

014 神奈川県 1021005000437 ○ ○
特定非営利活動法人  藤沢市民活動推進機
構

藤沢市藤沢５７７番地　寿ビル３０１号室 手塚　明美 ○ 神奈川県 2014年02月10日 2024年02月09日

014 神奈川県 4021005000426 ○ 特定非営利活動法人　ＷＥ２１ジャパン藤沢 藤沢市藤沢１１０２番地 野德　恵子 ○ 神奈川県 2014年02月10日 2024年02月09日

014 神奈川県 6021005008368 ○ 特定非営利活動法人  宮ヶ瀬湖ボートクラブ 厚木市飯山2170番地32 村木　啓治 ○ 神奈川県 2014年02月14日 2019年02月13日

014 神奈川県 7021005006073 ○
特定非営利活動法人  小田原市障害者福祉
協議会

小田原市東町１丁目７番７号 二見　健一 ○ 神奈川県 2014年02月25日 2024年02月24日

014 神奈川県 9021005006501 ○
特定非営利活動法人　湯河原町地域作業所
たんぽぽ

足柄下郡湯河原町中央二丁目２１番地５ 茂登山　正人 ○ 神奈川県 2014年03月28日 2024年03月27日

014 神奈川県 1021005008232 ○ 特定非営利活動法人  横須賀国際交流協会
横須賀市日の出町１丁目５番地　ヴェルクよ
こすか２階

安東　崇夫 ○ 横須賀市 2014年08月07日 2024年08月06日

014 神奈川県 2020005009727 ○ ＮＰＯ法人　ロボティック普及促進センター 横浜市港北区箕輪町２丁目１２番２９号 小林　賢一 ○ 神奈川県 2014年08月26日 2019年08月25日

014 神奈川県 3021005004048 ○
特定非営利活動法人  チャイルドファースト
ジャパン

伊勢原市桜台一丁目５番３１号 山田　不二子 ○ 神奈川県 2014年10月29日 2024年10月28日

014 神奈川県 2021005007159 ○
特定非営利活動法人  ＷＥ２１ジャパンひら
つか

平塚市代官町１１番３０号 重田　裕子 ○ 神奈川県 2014年11月12日 2024年11月11日

014 神奈川県 7021005009365 ○ ＮＰＯ法人　湘南フィルハーモニー管弦楽団 茅ヶ崎市みずき４丁目６番３号 佐藤　正也 ○ 2014年12月18日 2024年12月17日

014 神奈川県 4021005006076 ○ 特定非営利活動法人  ヴォース・ニッポン
小田原市栄町１丁目１８番７号エムズタワー１
００１

関谷　忠夫 ○ 2015年01月27日 2025年01月26日

014 神奈川県 7021005006866 ○
特定非営利活動法人　日本リアリティセラ
ピー協会

平塚市見附町１４番１０号 柿谷　正期 ○ 2015年02月20日 2025年02月19日

014 神奈川県 6021005002263 ○ 特定非営利活動法人　キャットネットかまくら 鎌倉市二階堂８５１番地 村田　圭四郎 ○ 2015年03月11日 2025年03月10日

014 神奈川県 1021005008174 ○
特定非営利活動法人　ＷＥ２１ジャパンよこす
か

横須賀市根岸町三丁目１５番１２号長谷川ビ
ル１０２号

大竹　惠美子 ○ 神奈川県 2015年03月31日 2025年03月30日

014 神奈川県 2021005001335 ○
特定非営利活動法人　高齢市民が活躍する
ための社会技術研究会

藤沢市湘南台四丁目２４番の５ 瀧澤　茂男 ○ 2015年07月24日 2025年07月23日

014 神奈川県 1021005008257 ○
特定非営利活動法人　アンガージュマン・よ
こすか

横須賀市上町二丁目４番地 島田　徳隆 ○ 横須賀市 2015年08月28日 2025年08月27日

014 神奈川県 7021005005372 ○ 特定非営利活動法人　きづき 座間市緑ヶ丘五丁目６番２８号 岩田　文子 ○ 神奈川県 2015年11月19日 2025年11月18日

014 神奈川県 2020005004026 ○
特定非営利活動法人　化学物質過敏症支援
センター

横浜市中区南仲通4-39石橋ビル 広田　シノブ ○ 2015年12月01日 2025年11月30日

014 神奈川県 7020005008385 ○ 特定非営利活動法人　乳房健康研究会 川崎市麻生区万福寺６丁目７番２号 福田　護 ○ 2016年02月12日 2026年02月11日

014 神奈川県 1021005001757 ○ 特定非営利活動法人　ゆい 茅ヶ崎市浜須賀４番４号 荒井　三七雄 ○ 神奈川県 2016年05月27日 2021年05月26日

014 神奈川県 9021005008258 ○
特定非営利活動法人　産業クラスター研究
会

横須賀市光の丘８番３号ＹＲＰベンチャー棟２
０９号

富野　養二郎 ○ 横須賀市 2016年07月19日 2026年07月18日

014 神奈川県 7021005001719 ○
特定非営利活動法人　ＮＰＯサポートちがさ
き

茅ヶ崎市円蔵一丁目５番２４号サニータウン
茅ヶ崎

益永　律子 ○ 神奈川県 2016年09月21日 2026年09月20日

014 神奈川県 8021005006510 ○ 特定非営利活動法人　小田原なぎさ会 小田原市南鴨宮三丁目１６番２０号 乾　恒雄 ○ 神奈川県 2016年09月21日 2026年09月20日

014 神奈川県 6021005004152 ○ 特定非営利活動法人　地域福祉を考える会 伊勢原市田中２５６番地の１－３０１ 荻原　鉄也 ○ 神奈川県 2016年09月27日 2026年09月26日

014 神奈川県 5021005008261 ○ 特定非営利活動法人　葉山まちづくり協会 三浦郡葉山町堀内字牛ヶ谷１８７４番 池田　一敏 ○ 神奈川県 2016年11月07日 2026年11月06日

014 神奈川県 7021005009423 ○
特定非営利活動法人　みんなでお城をつくる
会

小田原市荻窪４３８５番地 鈴木　博晶 ○ 2016年12月28日 2026年12月27日

014 神奈川県 7021005009381 ○ 特定非営利活動法人　Ｏｃｅａｎ’ｓ　Ｌｏｖｅ
茅ヶ崎市東海岸南四丁目１１番４７号パインヒ
ルズ１０１号室

鈴木　薫 ○ 2017年06月07日 2027年06月06日

014 神奈川県 2021005001368 ○
特定非営利活動法人　小笠原流・小笠原教
場

藤沢市鵠沼海岸二丁目１７番４号 小笠原　清基 ○ 2017年08月01日 2027年07月31日 2015年02月20日 2017年07月31日

014 神奈川県 7021005003252 ○ 特定非営利活動法人　ふれあい自然塾 相模原市緑区西橋本一丁目１６番１８号 松井　利夫 ○ 2017年09月08日 2022年09月07日 2014年09月17日 2017年09月07日

014 神奈川県 8021005005090 ○ ○
特定非営利活動法人  地域家族しんちゃん
ハウス

大和市南林間七丁目１番１５号 館合　みち子 ○ 2018年03月19日 2023年03月18日

014 神奈川県 9021005000421 ○
特定非営利活動法人  藤沢ラグビー蹴球倶
楽部

藤沢市辻堂西海岸２丁目１番１５号 早川　五朗 ○ 神奈川県 2018年07月17日 2023年07月16日

014 神奈川県 7021005010232 ○
特定非営利活動法人  まちづくりスポット茅ヶ
崎

茅ヶ崎市浜見平10番2号 益永　律子 ○ 神奈川県 2018年09月27日 2023年09月26日

014 神奈川県 4021005005235 ○ 特定非営利活動法人　エンゼルあきちゃん 海老名市国分寺台二丁目2番2号 鹿島　正和 ○ 2018年11月16日 2023年11月15日

014 神奈川県 6021005001686 ○ 特定非営利活動法人 トムトム 茅ヶ崎市萩園２３３６番地２ 伊藤　久美子 ○ 神奈川県 2018年12月13日 2023年12月12日

014 神奈川県 9021005009693 ○
特定非営利活動法人　東南アジア医療支援
機構

厚木市船子２３２番地 野村　直樹 ○ 2019年01月10日 2024年01月09日

014 神奈川県 1021005008323 ○ NPO法人　オーシャンファミリー 三浦郡葉山町下山口１７４１番地 海野　義明 ○ 2020年01月07日 2025年01月06日

014 神奈川県 9021005008844 ○
特定非営利活動法人　かながわ森林インスト
ラクターの会

厚木市中町二丁目１３番１４号サンシャインビ
ル６０４号

佐藤　恭平 ○ 神奈川県 2020年02月10日 2025年02月09日

014 神奈川県 4021005004121 ○
特定非営利活動法人  ＷＥ２１ジャパン・伊勢
原

伊勢原市石田６７０番地の７ 濵田　順子 ○ 神奈川県 2020年02月13日 2025年02月12日

014 神奈川県 2021005009725 ○ ＮＰＯ法人　アール・ド・ヴィーヴル 小田原市久野４０３番地の１７ 萩原　美由紀 ○ 神奈川県 2020年04月22日 2022年11月22日

014 神奈川県 1021005002301 ○ 特定非営利活動法人　鎌倉てらこや 鎌倉市大船１丁目２５番２３号千里ビル３階 上江洲　愼 ○ 2020年04月22日 2025年04月21日

014 神奈川県 9021005003424 ○ 特定非営利活動法人  ＷＥ２１ジャパン厚木 厚木市中町３丁目１８番５号 小川　秀代 ○ 神奈川県 2020年08月21日 2025年08月20日

014 神奈川県 7021005011346 ○ ＮＰＯ法人ＵＡＰＡＣＡＡ国際保全パートナーズ
三浦郡葉山町長柄４５９番地の１ジュネス葉
山クレスト２０１号

岡安　直比 ○ 2020年11月30日 2025年11月29日

014 神奈川県 3021005011036 ○
特定非営利活動法人　子どものための国際
音楽交流協会

南足柄市塚原４６３８番地４９ 岩井　光祐 ○ 2020年12月18日 2025年12月17日

014 神奈川県 2021005010699 ○ 特定非営利活動法人　なんとかなる 横須賀市馬堀町三丁目１２番１
岡本　昌宏、吉

田　雄人
○ 2022年01月05日 2027年01月04日
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014 神奈川県 2021005011474 ○ 特定非営利活動法人　フードバンク湘南 平塚市山下１２番１　リゾート高麗１０１ 大関　めぐみ ○ 神奈川県 2022年07月05日 2027年07月04日

014 神奈川県 1021005011558 ○ 特定非営利活動法人　ＪＵＤＯｓ
平塚市北金目４丁目１番１号　東海大学井上
研究室

井上　康生 ○ 2023年03月16日 2028年03月15日

014 神奈川県 1090005003336 ○ NPO法人地球と共に生きる会 厚木市長谷９８７番地４ 渡邉　政男 ○ 2023年04月06日 2028年04月05日

014 神奈川県 4021005010697 ○ 特定非営利活動法人　鎌倉あそび基地
鎌倉市常盤４２２番地６フォルム鎌倉常盤１０
１号

水澤　麻美 ○ 神奈川県 2023年04月07日 2028年04月06日

014 神奈川県 8021005004159 ○ 特定非営利活動法人　鴻基会 伊勢原市池端４１８番地の２５ 関口　鉄也 2013年12月19日 2016年12月18日

014 神奈川県 6021005001224 ○ NPO法人　リンパ管腫と共に歩む会 茅ヶ崎市赤羽根３０８１番地８２ 荻田　德子 2015年03月11日 2018年03月10日

014 神奈川県 7021005008904 ○ 特定非営利活動法人　栄眞学園 大和市福田５５１２番２ 尾山　眞幸 2016年03月17日 2019年03月16日

014 神奈川県 8021005010207 ○
特定非営利活動法人　小田原寺子屋スクー
ル

小田原市板橋７５６番地 石塚　正孝 2016年11月30日 2019年11月29日

014 神奈川県 8021005010413 ○ ○ ＮＰＯ法人　結の樹よってけし 愛甲郡清川村煤ヶ谷１１０３番地の５１ 岩澤　克美 2019年03月29日 2022年03月28日

014 神奈川県 1021005011203 ○ 特定非営利活動法人　ｌｏｖｅ．ｆｕｔｂｏｌ　Ｊａｐａｎ
逗子市逗子６丁目１１番２０号　クレールＺＵＳ
ＨＩ１０１

加藤　遼也 2021年02月24日 2024年02月23日

014 神奈川県 2021005011953 ○ 特定非営利活動法人　あいおぷらす 藤沢市鵠沼松が岡３丁目２４番２３号 呉　吉男 2022年09月13日 2025年09月12日

015 新潟県 3110005009469 ○ 特定非営利活動法人マミーズ・ネット 上越市中田原1番地 中條　美奈子 ○ 2014年12月08日 2024年12月07日 2013年04月01日 2014年12月07日

015 新潟県 4110005009468 ○ 特定非営利活動法人緑とくらしの学校 上越市大字滝寺251番地 小菅　江美 ○ 2015年01月06日 2025年01月05日

015 新潟県 7110005009449 ○ 特定非営利活動法人さいがたぬくもりの会 上越市大潟区犀潟468番地1 山岸　実 ○ 2015年03月03日 2025年03月02日

015 新潟県 6110005006232 ○ 特定非営利活動法人分水さくらを守る会 燕市上諏訪10番16号 吉田　幸策 ○ 2015年03月23日 2025年03月22日

015 新潟県 3110005005402 ○
特定非営利活動法人新発田市総合型地域
スポーツクラブ

新発田市本町四丁目16番83号 佐藤　哲也 ○ 2015年06月30日 2025年06月29日

015 新潟県 2110005013876 ○ 特定非営利活動法人六日町観光協会 南魚沼市六日町139番地 野澤　三男 ○ 2017年03月03日 2022年03月02日 2014年04月01日 2017年03月02日

015 新潟県 1110005008258 ○
特定非営利活動法人くびき野ＮＰＯサポート
センター

上越市高土町1丁目8番7号　大島NSIビル2F 内山　勇人 ○ 2017年03月23日 2027年03月22日

015 新潟県 2110005013091 ○ 特定非営利活動法人ＵＮＥ 長岡市一之貝869番地 家老　洋 ○ 2019年03月29日 2024年03月28日

015 新潟県 3110005005906 ○
特定非営利活動法人地域たすけあいネット
ワーク

三条市本町6丁目3番76号 山崎　千代子 ○ 2020年04月01日 2025年03月31日

015 新潟県 2110005015996 ○
特定非営利活動法人県央地域に舞台芸術を
育む会

三条市神明町２番１号 小林　裕之 ○ 2020年09月01日 2025年08月31日

016 富山県 5230005003086 ○ 富山県日中友好協会 富山市赤江町1番7号 金尾　雅行 ○ 2013年04月01日 2028年03月31日

016 富山県 1230005003049 ○ かみいち福祉の里 中新川郡上市町東江上288番地 奥井　健一 ○ 2016年04月01日 2026年03月31日 2013年04月01日 2016年03月31日

016 富山県 4230005002106 ○ 富山県民ボランティア総合支援センター 富山市安住町5番21号 髙木　繁雄 2017年08月18日 2027年08月17日 2014年04月01日 2017年03月31日

016 富山県 2230005008550 ○ 富山県ダンススポーツ連盟 富山市西大泉15番８号 高田　順一 ○ 2018年04月01日 2028年03月31日

016 富山県 7230005009040 ○ 善徳文化護持研究振興会 南砺市城端405番地 黒川　紘紀 2022年01月11日 2027年01月10日

016 富山県 5230005002567 ○ 北陸青少年自立援助センター 富山市万願寺144番地 川又　直 ○ 2022年05月24日 2027年05月23日

017 石川県 8220005003308 ○ 特定非営利活動法人犀川桜千本の会 金沢市専光寺町カ７０番地１ 土田　征一郎 ○ 2012年11月29日 2021年03月31日

017 石川県 4220005003055 ○ 特定非営利活動法人おやこの広場あさがお 白山市殿町３９番地 浅野　昭利 ○ 2013年11月27日 2023年11月26日

017 石川県 7220005007474 ○
特定非営利活動法人
えんがわ

能美市泉台町中２１８番地 中田　八郎 ○ 2014年11月10日 2024年11月09日

017 石川県 8220005002664 ○ 特定非営利活動法人アスペの会石川 金沢市長町一丁目４番１１号 谷口　幸代 ○ 2016年02月09日 2026年02月08日

017 石川県 9220005007084 ○ 特定非営利活動法人クラブパレット かほく市森レ１番地 木村　浩一 ○ 2016年03月24日 2021年03月23日 2013年03月27日 2016年03月23日

017 石川県 3220005007908 ○ 特定非営利活動法人紡ぎ組 輪島市深見町６０部６１番 佐藤　克己 ○ 2017年01月26日 2022年01月25日

017 石川県 9220005003208 ○ 認定ＮＰＯ法人趣都金澤 金沢市下本多町６番丁４０の１ 浦　　淳 ○ 2017年07月26日 2027年07月25日

017 石川県 3220005006819 ○ 特定非営利活動法人珠洲デカ曳山保存会 珠洲市宝立町柏原９字１２番地２ 平藏　歳吉 ○ 2018年05月08日 2023年05月07日 2014年07月29日 2017年07月28日

017 石川県 4220005008087 ○ 特定非営利活動法人がんとむきあう会 金沢市石引４丁目４番１０号 西村　詠子 ○ 2018年12月10日 2023年12月09日

017 石川県 6220005008135 ○
認定特定非営利活動法人日本カンボジア文
化産業振興会

金沢市藤江北１丁目４１８　ハイウェステリア
１０３

東海林　知晴 ○ 2019年04月04日 2024年04月03日

017 石川県 6220005008275 ○
特定非営利活動法人紫外線から眼を守る Ｅ
ｙｅｓ Ａｒｃ

河北郡内灘町字旭ヶ丘１４２番地 佐々木　洋 ○ 2022年04月27日 2027年04月26日

017 石川県 5220005003293 ○ 特定非営利活動法人金沢アートグミ 金沢市青草町８８番地 真鍋　淳朗 ○ 2022年08月23日 2027年08月22日 2013年03月05日 2016年03月04日

017 石川県 2220005003098 ○ 特定非営利活動法人プウプ 白山市末広二丁目３５番地 吉村　久美子 2015年09月18日 2018年09月17日

018 福井県 5210005002057 ○
認定特定非営利活動法人福井県子どもＮＰ
Ｏセンター

福井市木田町36番1号 谷内　由美子 ○ 2014年12月25日 2024年12月24日

018 福井県 5210005008079 ○ 特定非営利活動法人エコプラザさばえ 鯖江市中野町第73号11番地 岸本　直樹 ○ 2015年07月29日 2025年07月28日

018 福井県 2210005008073 ○ 特定非営利活動法人さばえNPOサポート
鯖江市長泉寺町１丁目９番２０号　鯖江市民
活動交流センター内

八田　登師男 ○ 2017年03月24日 2027年03月23日 2015年03月27日 2017年03月23日

018 福井県 3210005009129 ○ 特定非営利活動法人幸福の国 勝山市鹿谷町保田第85号18番地 月原　敏博 ○ 2019年08月28日 2024年08月27日 2016年03月18日 2019年03月17日

018 福井県 3210005009665 ○ 特定非営利活動法人ワネッツ 小浜市四谷町９番２２号 肥田　善雄 ○ 2022年12月13日 2027年12月12日 2019年12月13日 2022年12月12日

018 福井県 5210005009829 ○
特定非営利活動法人杉田玄白・小浜プロジェ
クト

小浜市 小西　淳二 2021年11月10日 2024年11月09日

019 山梨県 9090005004343 ○ 特定非営利活動法人日本釣り環境保全連盟 南都留郡富士河口湖町船津6713番地の1 山下茂 ○ 2013年08月09日 2023年08月08日

019 山梨県 2090005002799 ○ 特定非営利活動法人未来の荒川をつくる会 甲府市富士見二丁目２番３３号 飯野　正久 ○ 2013年12月27日 2023年12月26日

019 山梨県 8090005005689 ○ 特定非営利活動法人スペースふう 南巨摩郡富士川町天神中条１７７番地 永井寛子 ○ 2015年03月03日 2025年03月02日 2014年02月14日 2015年03月02日

019 山梨県 2090005002782 ○ 特定非営利活動法人山梨水晶会議 甲府市小瀬町３１５番地２６ 宮川守 ○ 2015年10月01日 2020年09月30日 2013年03月26日 2015年09月30日

019 山梨県 5090005006260 ○
特定非営利活動法人スペシャルオリンピック
ス日本・山梨

甲府市高畑２丁目１９番２号 石坂　正人 ○ 2016年06月06日 2026年06月05日

019 山梨県 8090005004492 ○ 認定特定非営利活動法人富士山クラブ 南都留郡富士河口湖町西湖２８７０ 野口　健 ○ 2016年08月01日 2026年07月31日

019 山梨県 5090005002805 ○ 特定非営利活動法人フードバンク山梨 南アルプス市徳永１６０３番地１ 米山　惠子 ○ 2016年10月07日 2026年10月06日

019 山梨県 3090005002690 ○
特定非営利活動法人Happy Space ゆうゆう
ゆう

笛吹市石和町四日市場１４０１番地７ 星合美紀 ○ 2018年05月16日 2028年05月15日 2015年06月01日 2018年05月15日

019 山梨県 8010005018418 ○ ＮＰＯ法人ピーク・エイド 南都留郡富士河口湖町西湖２８７０ 野口　健 ○ 2018年12月10日 2023年12月09日

019 山梨県 2090005007105 ○
特定非営利活動法人グローバル・チャレン
ジ・プロジェクト

甲府市飯田一丁目３番２２号 戸崎　啓貴 2020年02月03日 2023年02月02日

019 山梨県 1090005007064 ○
特定非営利活動法人富士の緑とフードサ
ポート

富士吉田市大明見３－４－２２ 米林　道徳 2021年09月03日 2024年09月02日

020 長野県 4100005010006 ○ びすけっと 下伊那郡高森町牛牧2785番地98 原　紀美子 ○ 2013年01月22日 2028年01月21日

020 長野県 1100005011023 ○ 長野県みらい基金 長野市大字南長野字幅下692番地２号
髙橋　潤（清算

人）
○ 2014年06月11日 2019年06月10日

020 長野県 5100005009410 ○ フリーキッズ・ヴィレッジ 伊那市高遠町山室3009番地 宇津　孝子 ○ 2014年11月13日 2024年11月12日

020 長野県 2100005002104 ○ 長野犯罪被害者支援センター 長野市大字南長野南県町685番地２号 小泉　典章 ○ 2015年06月25日 2025年06月24日

020 長野県 2100005006823 ○ 長野サマライズ・センター 塩尻市大門一番町３－４、２階 宮野　美晃 ○ 2015年08月06日 2025年08月05日 2014年08月22日 2015年08月05日

020 長野県 2100005006988 ○ 信州まつもと山岳ガイド協会やまたみ 松本市大村1082-4 穂苅　康治 ○ 2015年08月12日 2025年08月11日

020 長野県 1100005007005 ○ 日本チェルノブイリ連帯基金 松本市浅間温泉二丁目12番12号 神谷　さだ子 ○ 2016年03月28日 2026年03月27日

020 長野県 8100005011446 ○ 新田の風 上田市上田３１７６番地６ 井　益雄 ○ 2017年01月25日 2022年01月24日

020 長野県 9100005004754 ○ 侍学園スクオーラ・今人 上田市本郷1524番地１ 長岡　秀貴 ○ 2017年03月30日 2027年03月29日

020 長野県 9100005003913 ○ あさまハイランドスポーツクラブ 北佐久郡御代田町大字草越1173番地1735 土屋　美喜子 ○ 2018年02月01日 2023年01月31日

020 長野県 4100005007464 ○ ACT 北安曇郡白馬村大字北城2809番地１ 元村　幸時 ○ 2018年02月15日 2023年02月14日

020 長野県 1100005009918 ○ 日本武道総合格闘技連盟 飯田市上郷黒田5530番地 小沢　隆 ○ 2019年09月02日 2024年09月01日 2015年10月22日 2018年10月21日

020 長野県 8100005011801 ○ フードバンク信州
長野市大字高田1029番地１エンドウビル１F
東

佐藤　豊 ○ 2019年11月26日 2024年11月25日

020 長野県 5100005003363 ○ 信州まちづくり研究会 北佐久郡立科町大字芦田2076番地１ 安江　高亮 ○ 2020年04月16日 2025年04月15日

020 長野県 3100005011426 ○ 縁 南佐久郡小海町大字豊里299番１ 岩下　誠 ○ 2020年04月22日 2025年04月21日 2016年09月13日 2019年09月12日



12／22

所轄庁による認定・特例認定 法人名簿 2023年04月28日更新

認定 有効期間 特例認定　有効期間

自治体名

絶対
値

条例指定
自 至

所轄庁コード
自 至

法人番号
主たる事務所の

所在地
所轄庁

認
定

特
例
認
定

更
新
申
請
中

法人名 代表者氏名

PST基準

相対
値

020 長野県 4100005002787 ○ エリアネット 千曲市大字新田261番地3 中澤　聖子 ○ 長野県 2021年03月01日 2026年02月28日

020 長野県 9100005011668 ○ 介護屋つむぎ 木曽郡木曽町日義3781番地１ 松原　雅裕 ○ 2021年10月01日 2026年09月30日 2018年08月03日 2021年08月02日

020 長野県 2100005011988 ○ 愛宕山てっぺんの森を守る会
北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字唐堀1339
番地279

加藤　正文 ○ 2022年08月23日 2027年08月22日 2019年09月30日 2022年08月22日

020 長野県 5010105001821 ○ 科学的根拠に基づく健康寿命を伸ばす会
長野市稲葉中千田2088第１コーポシモダB号
室

河野　雅弘 ○ 2023年03月14日 2028年03月13日 2021年03月09日 2023年03月13日

020 長野県 8100005001835 ○ 長野県ＮＰＯセンター 長野市大字高田1029番地１ 山室　秀俊 2013年12月27日 2016年12月26日

020 長野県 6100005001837 ○ ヒューマンネットながの 長野市鶴賀七瀬中町211番地15 挾間　孝 2015年03月10日 2018年03月09日

020 長野県 3100005006954 ○ ユニオンサポートセンター 松本市中央四丁目７番22号松本勤労会館内 小原　春美 2016年04月06日 2019年04月05日

020 長野県 1100005012310 ○ 地域支え合いネット 駒ヶ根市中央３番５号 森　保茂 2020年12月04日 2023年12月03日

021 岐阜県 3200005002794 ○ ＷＩＴＨ 各務原市那加大東町６１番地の２ 橋本　佳幸 ○ 2012年11月01日 2027年10月31日

021 岐阜県 4200005003379 ○ ビルメロの会 瑞穂市別府１２０４番地 廣瀬　英一郎 2013年03月15日 2018年03月14日

021 岐阜県 1200005009560 ○ つけちスポーツクラブ 中津川市付知町５６９２番地 曽我　啓次 ○ 2014年02月06日 2024年02月05日

021 岐阜県 8200005009620 ○ 中津川福祉医療ネットワーク 中津川市駒場1493番地19 岩田　知子 ○ 2014年02月28日 2024年02月27日

021 岐阜県 4200005010128 ○ あんきや 高山市片野町５丁目１９３番地 蒲池　龍之助 ○ 2014年03月28日 2019年03月27日 2012年12月03日 2014年03月27日

021 岐阜県 3200005011432 ○ 全日本ヘリコプター協議会 美濃加茂市田島町３丁目２０番地７ 橋本　浩二 ○ 2014年09月26日 2024年09月25日 2014年01月06日 2014年09月25日

021 岐阜県 2200005011243 ○ 飛鳥 岐阜市細畑五丁目６番１０号 柳原　靖子 ○ 2015年10月15日 2025年10月14日

021 岐阜県 3200005009501 ○ ひなたぼっこ 中津川市蛭川６３９３番地２ 大橋　利惠子 ○ 2016年08月22日 2026年08月21日

021 岐阜県 7200005005785 ○ 日本国際ポスター美術館 大垣市北方町５丁目５０番地岐阜協立大学 堀　冨士夫 ○ 2017年03月07日 2027年03月06日

021 岐阜県 8200005011691 ○ かがやきキッズクラブ 中津川市柳町７番７号 長谷川　則子 ○ 2017年08月18日 2027年08月17日

021 岐阜県 4200005011745 ○ まちづくりスポット 高山市天満町１丁目５番地８ 竹内　由美子 ○ 2018年02月28日 2028年02月27日

021 岐阜県 2200005009502 ○ 恵那山みどりの会 中津川市西宮町２番１３号 河内　龍二 ○ 2018年04月12日 2023年04月11日

021 岐阜県 8200005011460 ○ 人と動物の共生センター 岐阜市岩地２丁目４番３号 奥田　順之 ○ 2020年03月05日 2025年03月04日

021 岐阜県 6200005012782 ○ ぎふハチドリ基金
岐阜市薮田南５丁目１４番１２号岐阜県シン
クタンク庁舎内

川合　宗次 ○ 2020年03月18日 2025年03月17日

021 岐阜県 1200005012192 ○ Ｖネット 高山市桐生町２丁目３１５番地７ 川上　哲也 ○ 2020年06月25日 2025年06月24日

021 岐阜県 9200005012243 ○ かしもむら 中津川市加子母３５１９番地２ 中島　紀于 ○ 2023年01月12日 2028年01月11日 2020年03月24日 2023年01月11日

022 静岡県 7080105004312 ○ アンダーウオータースキルアップアカデミー 伊東市富戸842番地の229 村田　清臣 ○ 2014年10月02日 2024年10月01日

022 静岡県 2080105001058 ○ マム 沼津市本字千本町1910番地の108 川端　惠美 ○ 2015年01月08日 2025年01月07日

022 静岡県 5080405005160 ○ WAKUWAKU西郷 掛川市五明98番地 松浦莉子 ○ 2016年06月01日 2026年05月31日 2013年06月05日 2016年05月31日

022 静岡県 9080105003964 ○ オレンジティ 熱海市西熱海町二丁目17番49号 河村　裕美 ○ 2016年06月01日 2026年05月31日

022 静岡県 2080005006198 ○ タイ王国教育支援組織ＳＨＩＤＡ 焼津市中新田８９２番地の１ 杉山　秀夫 ○ 2017年03月24日 2027年03月23日

022 静岡県 5080005005164 ○ ○ フリースペース・うぇるびー 島田市阪本797番地の５ 榎田　浩幸 ○ 2017年08月09日 2022年08月08日 2015年04月23日 2017年08月08日

022 静岡県 6080105004271 ○ 熱海ふれあい作業所 熱海市網代529番地の84 山﨑　照雄 ○ 2018年03月19日 2023年03月18日 2015年03月31日 2018年03月18日

022 静岡県 9080405004893 ○ 災害救助犬静岡 菊川市加茂３４３５番地の１ 植田　茂喜 ○ 2018年07月18日 2023年07月17日

022 静岡県 2080105005471 ○ 静岡司法福祉ネット明日の空 駿東郡長泉町下土狩1291-1第2古谷ビル202 飯田　智子 ○ 2018年10月03日 2023年10月02日

022 静岡県 1080105005588 ○ 認定特定非営利活動法人REALE WORLD 伊東市富戸1317番地の5030 三好　彩 ○ 2019年03月28日 2024年03月27日

022 静岡県 6080105003190 ○ 捨て猫をなくす会 富士市日之出町86番地 鈴木　美晴 ○ 2019年11月07日 2024年11月06日

022 静岡県 3080005007030 ○
ＮＰＯ法人まち・人・くらし・しだはいワンニャン
の会

焼津市下小杉６５２番地 谷澤　勉 ○ 2020年01月16日 2025年01月15日

022 静岡県 6080405006323 ○ ＣＯＭＰＡＳ 磐田市向笠竹之内30番地 栗山　恵 ○ 2021年03月25日 2026年03月24日

022 静岡県 4080405005186 ○ 時ノ寿の森クラブ 掛川市倉真7021番地 松浦　成夫 2021年06月04日 2026年06月03日

022 静岡県 9080105004863 ○ 南伊豆湯の花 賀茂郡南伊豆町下賀茂157番地の1 土屋　諭 2015年09月16日 2018年09月15日

022 静岡県 8080405007006 ○ NPO法人f.a.n.地域医療を育む会 掛川市大坂1474番地の５ 武田　和子 2021年02月26日 2024年02月25日

023 愛知県 6180305005084 ○ パンドラの会 刈谷市築地町1丁目5番地4 坂口　伊久磨 ○ 刈谷市 2012年09月21日 2027年09月20日

023 愛知県 8180305005082 ○ アジア車いす交流センター 刈谷市司町1丁目2番地 寺田　恭子 ○ 2014年02月01日 2024年01月31日

023 愛知県 6180305003220 ○ インド福祉村協会 豊橋市野依町字山中１９番地の１４ 山本　孝之 ○ 2014年02月01日 2024年01月31日

023 愛知県 8180005011777 ○ ネットワーク大府 大府市森岡町一丁目30番地 矢澤久子 ○ 2014年02月17日 2024年02月16日

023 愛知県 6180305004292 ○ 東三河後見センター 豊川市 工藤　明人 ○ 2015年02月13日 2025年02月12日

023 愛知県 3180305003371 ○ 世界アマチュアオーケストラ連盟 豊橋市立花町46番地　光陽ビル３Ｆ 神野　吾郎 ○ 2015年05月01日 2025年04月30日

023 愛知県 5180305006538 ○ 花やか豊田プラント 豊田市室町6丁目107番地 今井　正人 ○ 2015年12月04日 2025年12月03日 2013年02月01日 2015年12月03日

023 愛知県 2180005012517 ○ 「知多から世界へ」
常滑市新開町5丁目58番地　常滑商工会議
所内

村澤　勇一 ○ 2015年12月16日 2025年12月15日 2012年11月01日 2015年10月31日

023 愛知県 3180005008621 ○ 中部フィルハーモニー交響楽団 小牧市小牧二丁目107番地 加藤　隆久 ○ 2015年12月25日 2025年12月24日 2013年07月26日 2015年12月24日

023 愛知県 8180305006551 ○ 朝日丘スポーツクラブ 豊田市御幸町1丁目34番地 黒川照明 ○ 2016年04月01日 2021年03月31日 2013年04月01日 2016年03月31日

023 愛知県 6180005009393 ○ ○ 犬山あんきにくらそう会 犬山市塔野地北2丁目8番地 洪　ひとみ ○ 2016年06月10日 2026年06月09日

023 愛知県 8180005012420 ○ 絆 知多郡東浦町大字緒川字北赤坂35番地の1 山﨑紀恵子 2016年11月04日 2026年11月03日 2014年09月26日 2016年11月03日

023 愛知県 2180305005245 ○ 和（なごみ） 知立市谷田町南屋下88番地2 鈴木　香 ○ 知立市 2016年11月04日 2026年11月03日

023 愛知県 7180005011472 ○ ひなた 愛知郡東郷町大字春木字山崎８８７番地５ 笹野眞智子 2016年12月14日 2021年12月13日

023 愛知県 7180305004606 ○ 愛知ネット 安城市御幸本町7番9号 天野竹行 2016年12月14日 2026年12月13日

023 愛知県 2490005005340 ○
特定非営利活動法人いたみ医学研究情報セ
ンター

長久手市岩作雁又１－１　愛知医科大学学
際的痛みセンター内

田口　敏彦 2016年12月14日 2021年12月13日

023 愛知県 9180305004323 ○ 日本ミャンマー豊友会
あま市七宝町桂親田２０２７番地　株式会社
タケダ内

近藤秀二 ○ 2018年03月06日 2028年03月05日

023 愛知県 9180005014408 ○ 半六コラボ 半田市美原町１丁目９７番地 杉浦明巳 2018年07月18日 2023年07月17日 2014年12月05日 2017年12月04日

023 愛知県 2180005007822 ○ 愛知シュタイナー学園 日進市折戸町笠寺山42－13 中山誠子 2018年09月28日 2023年09月27日

023 愛知県 9180005007956 ○ ささえあい 名古屋市 神尾隆 2018年10月17日 2023年10月16日

023 愛知県 9180305005305 ○
地球温暖化対策地域協議会エコネットあん
じょう

安城市赤松町梶６３番地１ 神谷輝幸 ○ 安城市 2018年12月18日 2023年12月17日

023 愛知県 7180005015036 ○ 亀崎まちおこしの会 半田市亀崎町４丁目１４１番地 間瀬　友雄 ○ 2019年12月14日 2024年12月13日 2016年12月14日 2019年12月13日

023 愛知県 4180005012754 ○ ゆいの会 知多市新知字西屋敷２２番地２ 下村一美 ○ 2020年02月27日 2025年02月26日

023 愛知県 6180305008839 ○ 滝山寺地区文化財を修復・整備する会 岡崎市滝町字山籠１０７番地 中根　守久 ○ 2020年09月30日 2025年09月29日

023 愛知県 1180005014646 ○ プラス・エデュケート
豊明市二村台３丁目１番地の１第５５棟１０７
号

森顕子 ○ 2020年11月27日 2025年11月26日

023 愛知県 3180305008577 ○ 西尾市の文化財を守る会 西尾市緑町１丁目24番地 淺岡　文雄 ○ 2021年10月17日 2026年10月16日 2018年10月17日 2021年10月16日

023 愛知県 2180005007871 ○ 特定非営利活動法人きずなの会 名古屋市中区丸の内三丁目５番１０号 油田　弘佑 ○ 2022年03月24日 2027年03月23日

023 愛知県 5180305007957 ○ LOVELEDGE 刈谷市中山町２丁目１７番地 井上　有希江 ○ 刈谷市 2022年03月29日 2027年03月28日

023 愛知県 3180305008866 ○ 三河湾ヨット倶楽部 刈谷市半城土中町３丁目１７番地２３ 加藤　高善 ○ 2022年03月29日 2027年03月28日

023 愛知県 5180305008451 ○ 葵風 岡崎市岩津町字新城19番地３ 月東　佳寿美 ○ 2022年12月01日 2027年11月30日 2019年06月20日 2022年06月19日

023 愛知県 3180305001086 ○ ぼくら・あそび隊・流 岡崎市大西町棚田25番地 安藤純子 ○ 2022年12月01日 2027年11月30日

023 愛知県 5030005002488 ○ ブリッジ・フォー・ピース 岡崎市 浅井直子 2013年11月16日 2016年11月15日
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023 愛知県 7180005018600 ○ 先端外科治療推進協会 豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98 宇山　一朗 2022年03月29日 2025年03月28日

023 愛知県 7180005018336 ○ フードバンク愛知 北名古屋市高田寺砂場18番地 木原　賢治 2022年09月13日 2025年09月12日

024 三重県 2190005009561 ○ 森林の風 四日市市三滝台四丁目15番地7 瀧口　邦夫 ○ 三重県 2013年09月03日 2023年09月02日 2012年12月18日 2013年09月02日

024 三重県 2190005005107 ○ ときわ会藍ちゃんの家 伊勢市常磐2丁目10番12号 藤田　慶子 ○ 2013年11月14日 2023年11月13日 2012年11月30日 2013年11月13日

024 三重県 1190005008432 ○ みえきた市民活動センター 桑名市南魚町86 小笠原　まき子 ○ 三重県 2014年03月31日 2024年03月30日

024 三重県 9190005001157 ○ 三重いのちの電話協会 津市中央郵便局 私書箱２５号 伊藤　歳恭 ○ 2015年03月13日 2025年03月12日

024 三重県 4190005010567 ○ みえ循環器・腎疾患ネットワーク 津市江戸橋二丁目174番地 谷川　高士 ○ 2016年12月05日 2026年12月04日

024 三重県 4190005003447 ○ チャイルドヘルプラインＭＩＥネットワーク 津市大里窪田町2709番地の1 田部 知代子 ○ 2016年12月08日 2026年12月07日

024 三重県 4190005003018 ○ フリースクール三重シューレ 津市広明町328番地 石山　佳秀 ○ 三重県 2022年03月30日 2027年03月29日

024 三重県 2190005011542 ○ 菰野ピアノ歴史館 三重郡菰野町大字菰野8474番地181 岩田　光義 ○ 2023年01月10日 2028年01月09日

025 滋賀県 2160005008021 ○ 特定非営利活動法人しがNPOセンター 近江八幡市桜宮町２０７番地の３ 阿部  圭宏 2013年09月11日 2023年09月10日

025 滋賀県 9160005007974 ○ ＮＰＯ法人ＴＳＣ 高島市今津町名小路一丁目6番地5 北川   渉 2013年10月15日 2023年10月14日

025 滋賀県 4160005002427 ○ 特定非営利活動法人びわ湖トラスト 大津市浜大津五丁目1番1号 氏家　淳一 2013年11月06日 2023年11月05日

025 滋賀県 1160005005580 ○ 特定非営利活動法人サタデーピア 彦根市西今町1327番地 廣部　哲也 2013年12月11日 2023年12月10日

025 滋賀県 1160005002198 ○ 特定非営利活動法人あさがお 大津市浜大津三丁目2番4号 尾崎　史 2014年01月15日 2024年01月14日 2013年09月11日 2014年01月14日

025 滋賀県 4160005009307 ○ 特定非営利活動法人びわこ豊穣の郷 守山市勝部五丁目10番25号 金﨑　いよ子 2014年02月27日 2024年02月26日

025 滋賀県 8160005002349 ○
特定非営利活動法人おうみ犯罪被害者支援
センター

河村　憲司 2014年03月13日 2018年04月02日

025 滋賀県 1160005005787 ○
特定非営利活動法人滋賀医療人育成協力
機構

大津市瀬田月輪町 永田　啓 2014年03月13日 2024年03月12日

025 滋賀県 2160005005786 ○ 特定非営利活動法人マイママ・セラピー 大津市中央一丁目８番６号 押栗泰代 ○ 2014年11月21日 2024年11月20日

025 滋賀県 4160005008762 ○
特定非営利活動法人ひこね育ちのネットワー
ク・ラポール

彦根市中薮町727番地22 廣田幸子 ○ 2014年12月08日 2024年12月07日

025 滋賀県 2160005009548 ○ NPO法人eネットびわ湖高島 仁賀  定夫 2015年08月04日 2020年03月31日 2014年08月27日 2015年08月03日

025 滋賀県 5160005003102 ○ 特定非営利活動法人甲賀文化輝き 松島 ツユ子 2015年09月07日 2020年04月17日

025 滋賀県 8160005003116 ○ 特定非営利活動法人鳩の街 湖南市石部東三丁目１番５号 溝口　弘 2016年01月27日 2021年01月26日

025 滋賀県 2160005009762 ○ 特定非営利活動法人四つ葉のクローバー 守山市守山二丁目15番25号 杉山  真智子 ○ 2016年03月01日 2026年02月28日

025 滋賀県 2160005004672 ○ 特定非営利活動法人やまんばの会 米原市高溝229番地21 伊藤　忠夫 2016年03月04日 2021年03月03日

025 滋賀県 6160005002284 ○ 特定非営利活動法人大津夜まわりの会 大津市膳所一丁目１０番４号ひまわりサロン 永芳　明 ○ 2016年03月15日 2026年03月14日

025 滋賀県 4160005004811 ○ 特定非営利活動法人つどい 長浜市常喜町885番地 川村  美津子 ○ 滋賀県 2016年09月23日 2026年09月22日 2014年08月21日 2016年09月22日

025 滋賀県 6160005005741 ○ 特定非営利活動法人夢・同人 山極　良太 2016年10月03日 2021年10月02日

025 滋賀県 1160005001332 ○ 特定非営利活動法人瀬田漕艇倶楽部 大津市大萱六丁目１番地 田中　彰 2017年02月03日 2022年02月02日

025 滋賀県 2160005009408 ○ 特定非営利活動法人音楽の木 辻　智子 2017年03月15日 2018年10月30日

025 滋賀県 3160005009836 ○ 特定非営利活動法人Ribbon Ring 高島市マキノ町西浜704番地１ 大貫　雅晴 2017年10月06日 2022年10月05日

025 滋賀県 7160005009799 ○ 特定非営利活動法人街かどケア滋賀ネット 高島市新旭町安井川148番地4 谷　仙一郎 2017年10月06日 2027年10月05日

025 滋賀県 4160005009645 ○
特定非営利活動法人ヴォーリズ遺産を守る
市民の会

近江八幡市慈恩寺町元11番地 辻  友子 2017年10月30日 2027年10月29日

025 滋賀県 2160005009606 ○ 特定非営利活動法人まちづくりネット東近江 東近江市八日市金屋２丁目６－２５ 西川　実佐子 2018年03月15日 2028年03月14日

025 滋賀県 3160005008689 ○ 特定非営利活動法人滋賀いのちの電話 栗東市安養寺七丁目字野田６１１番１ 千原  美重子 2018年05月11日 2023年05月10日

025 滋賀県 6160005010015 ○
特定非営利活動法人淡海かいつぶりセン
ター

大津市黒津二丁目17番32号 遠藤　郁 ○ 2018年10月22日 2023年10月21日

025 滋賀県 8160005010285 ○ 特定非営利活動法人くさつ未来プロジェクト
草津市野路一丁目16番13-405号アメニティ
南草津Ⅴ

堀江  尚子 ○ 2018年10月22日 2023年10月21日

025 滋賀県 3160005005711 ○ 認定NPO法人喜房会 彦根市後三条町468番地 川口　洋平 ○ 2019年12月04日 2024年12月03日

025 滋賀県 8160005005590 ○ 特定非営利活動法人NPOぽぽハウス 彦根市平田町107-11 若林　重一 ○ 滋賀県 2020年08月18日 2025年08月17日

025 滋賀県 6160005002193 ○ 特定非営利活動法人大津祭曳山連盟 大津市中央一丁目2番28号 元田　栄三 ○ 2022年08月09日 2027年08月08日

025 滋賀県 6160005010130 ○ 特定非営利活動法人三艸苑家族 東近江市青山町380番地2 高城　一哉 2020年03月30日 2023年03月29日

025 滋賀県 ○ 特定非営利活動法人まちづくりスポット大津 大津市二本松1番1号 阿部　圭宏 2022年11月08日 2025年11月07日

026 京都府 1130005004866 ○ 特定非営利活動法人気候ネットワーク 京都市中京区帯屋町５７４番地 淺岡　美惠 ○ 2012年11月28日 2027年11月27日

026 京都府 2130005009402 ○
認定特定非営利活動法人ウィメンズ　アク
ション　ネットワーク(WAN)

京都市左京区上高野上畑町７-３ 上野　千鶴子 ○ 2013年02月13日 2028年02月12日

026 京都府 5130005010530 ○ ○ 特定非営利活動法人あやべ福祉フロンティア 綾部市里町潜り９番地の１ 玉川　弘信 ○ 京都府 2013年09月18日 2023年09月17日

026 京都府 8130005005833 ○ 特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス
京都市下京区五条高倉角堺町21番地　ｊ
imukinoueda bldg.403号室

小川　真吾 ○ 2014年05月30日 2024年05月29日

026 京都府 4130005009846 ○ 特定非営利活動法人ブルーシー阿蘇 宮津市字須津７９７番地 松森　豊己 ○ 2014年11月06日 2024年11月05日

026 京都府 6130005008656 ○
特定非営利活動法人夢街道国際交流子ども
館

木津川市加茂町里新戸114番地 比嘉　昇 ○ 2015年02月18日 2025年02月17日

026 京都府 8130005012251 ○ 特定非営利活動法人加茂女 木津川市南加茂台４丁目１６番地９ 曽我　千代子 ○ 京都府 2015年04月01日 2025年03月31日

026 京都府 9130005009247 ○
特定非営利活動法人そよかぜ子育てサポー
ト

京田辺市大住虚空蔵谷５５ 村坂　美世 ○ 2015年11月18日 2020年11月17日 2014年03月17日 2015年11月17日

026 京都府 3130005013155 ○
特定非営利活動法人ウォーターフロリデー
ションファンド

相楽郡笠置町大字笠置小字風呂鼻３番地 浪越　建男 ○ 2015年12月18日 2025年12月17日

026 京都府 2130005014939 ○
特定非営利活動法人京都スポーツ・障がい
者スポーツ推進協会

城陽市平川指月１３２番地の３ 園﨑　弘道 ○ 2019年11月01日 2024年10月31日

026 京都府 9130005012671 ○ 特定非営利活動法人新環境都市生活
京都市下京区東洞院五条上る深草町５８５－
１番地

若城　光柾 ○ 2020年01月21日 2025年01月20日 2016年03月29日 2019年03月28日

026 京都府 3130005015028 ○ 特定非営利活動法人あおぞら 京都市中京区手洗水町６４７トキワビル４－B 葉田　甲太 ○ 2020年11月11日 2025年11月10日

026 京都府 8130005015270 ○ 特定非営利活動法人手をつないで 木津川市加茂町里南古田156番地 破石　俊夫 ○ 京都府 2022年08月26日 2027年08月25日

026 京都府 8130005015015 ○ 特定非営利活動法人向日庵 向日市寺戸町東ノ段９番地の９ 中島　俊郎 2020年02月12日 2023年02月11日

027 大阪府 7120105007590 ○ 特定非営利活動法人ラヂオきしわだ 岸和田市野田町一丁目６番19号栄光ビル 梶野　昭太郎 ○ 2013年09月20日 2023年09月19日

027 大阪府 ○ 特定非営利活動法人国際奉仕団
住田　惠司(精算

人)
○ 2014年11月07日 2016年03月06日

027 大阪府 7120005013631 ○ 特定非営利活動法人寝屋川ラグビークラブ 寝屋川市田井町29番２号 長井　伸次 ○ 2015年02月05日 2025年02月04日 2013年06月07日 2015年02月04日

027 大阪府 7120905003748 ○ ＮＰＯ法人コクレオの森 箕面市小野原西六丁目15番31号 藤田美保 ○ 2015年10月06日 2025年10月05日

027 大阪府 6120905003609 ○
特定非営利活動法人アニマルレフュージ関
西

豊能郡能勢町野間大原595番地
オリバー　エリザ

ベス　アン
○ 2016年05月02日 2026年05月01日

027 大阪府 9120105004941 ○ 特定非営利活動法人サンキューネット 富田林市五軒家一丁目4番11号 國司　隆子 ○ 2016年10月20日 2021年10月19日 2013年06月27日 2016年06月26日

027 大阪府 4120905002892 ○
特定非営利活動法人茨木東スポーツクラブ　
レッツ

茨木市学園町4番18号 長尾　雅子 ○ 2016年10月31日 2026年10月30日 2014年01月22日 2016年10月30日

027 大阪府 1120005014511 ○ 特定非営利活動法人レット症候群支援機構 枚方市津田南町二丁目37番2号 谷岡　哲次 ○ 2016年12月13日 2026年12月12日

027 大阪府 2120005011169 ○ 特定非営利活動法人ビッグイシュー基金 大阪市北区堂島二丁目３番２号
米本　昌平、稲

葉　剛、東　菜穂
美

○ 2017年03月27日 2027年03月26日

027 大阪府 4120005010870 ○
特定非営利活動法人動物愛護社会化推進
協会

大阪市東成区中道三丁目8番11号　ＮＫビル
2階

西村　亮平 ○ 2017年11月15日 2027年11月14日 2014年12月15日 2017年11月14日

027 大阪府 8122005002852 ○ 特定非営利活動法人きらりっこ 東大阪市岩田町4丁目3番22-206号 尾﨑 眞理子 ○ 2018年01月18日 2028年01月17日

027 大阪府 1122005001811 ○ 特定非営利活動法人大東市青少年協会 大東市末広町1番301号 川崎　果林 ○ 2018年10月09日 2023年10月08日

027 大阪府 9120005016491 ○ 特定非営利活動法人虹色ダイバーシティ
大阪市北区天満２丁目１番６号天満橋ＭＳビ
ル７階

木村　真紀 ○ 大阪府 2020年02月28日 2025年02月27日 2017年11月30日 2020年02月27日

027 大阪府 6120905004771 ○ ＮＰＯ法人大阪府北部コミュニティカレッジ
豊中市本町一丁目３－１９長尾第一ビル２階
Ｂ号室

猪谷　義弘 ○ 大阪府 2020年03月02日 2025年03月01日

027 大阪府 6120105008656 ○ 認定特定非営利活動法人　岸和田健老大学 岸和田市野田町1丁目12番7号 山田　祥次 ○ 2021年01月07日 2026年01月06日

027 大阪府 3120105008709 ○ 特定非営利活動法人サードプレイス 泉佐野市市場東2丁目326番地の7 溝端　節 ○ 2021年05月18日 2026年05月17日
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027 大阪府 1120905005469 ○ 特定非営利活動法人GlobeJungle 箕面市森町南１丁目11番44号 森　絵美子 ○ 2021年08月12日 2026年08月11日

027 大阪府 4120905005202 ○ NPO法人　伝統文化を愛する会 茨木市鮎川二丁目19番1号 加藤　敬德 ○ 2021年08月25日 2026年08月24日

027 大阪府 6120005019489 ○ 特定非営利活動法人ｉＰＳコミニティー
大阪市北区堂山町1番5号　三共梅田ビル3
階

鳥越　孝 ○ 2022年07月12日 2027年07月11日

027 大阪府 5120105004326 ○ 特定非営利活動法人ワークレッシュ 大阪狭山市大野台六丁目5番2号 和久　貴子 ○ 2022年07月15日 2027年07月14日

027 大阪府 2120905006004 ○ NPO法人つながるいのち 豊中市本町７丁目４番２３号 小野　剛 ○ 2023年03月09日 2028年03月08日

027 大阪府 9120905005775 ○ 特定非営利活動法人はぐくみ 茨木市郡四丁目６番17号郡貸家西端 服部　裕樹 2020年10月06日 2023年10月05日

027 大阪府 6120105009027 ○ 特定非営利活動法人　ASOVIVA 南河内郡河南町寛弘寺756番地の２ 長村　知愛 2021年11月16日 2026年11月15日

027 大阪府 6120905005976 ○ NPO法人パフォーマンスチア普及推進の会 豊中市長興寺南4丁目2番1－201号 奥浦　光雅 2021年11月16日 2026年11月15日

027 大阪府 3122005003418 ○ NPO法人ノーサイド 東大阪市荒川２丁目８番２６号 中西　良介 2021年11月29日 2024年11月28日

028 兵庫県 3140005018599 ○ 特定非営利活動法人宝塚ＮＰＯセンター 宝塚市栄町２丁目１番１号 中山　光子 ○ 2012年12月19日 2027年12月18日

028 兵庫県 8140005019015 ○ 特定非営利活動法人放課後遊ぼう会 宝塚市仁川台２８９番１ 足立　典子 ○ 2012年12月26日 2027年12月25日

028 兵庫県 6140005007913 ○ 特定非営利活動法人ネットワーク太子の風 揖保郡太子町蓮常寺３６２－１ 丸尾　淳 ○ 2013年02月21日 2018年02月20日

028 兵庫県 8140005014429 ○ 特定非営利活動法人コムサロン二十一 姫路市呉服町４８番地 前川　裕司 ○ 2013年09月18日 2023年09月17日

028 兵庫県 3140005011793 ○ 特定非営利活動法人子どものみらい尼崎 尼崎市南武庫之荘１丁目18番11―102号 濱田　格子 ○ 2014年05月22日 2024年05月21日

028 兵庫県 3140005016553 ○
特定非営利活動法人日本災害救援ボラン
ティアネットワーク

西宮市津田町3-43 檜垣　龍樹 ○ 2014年06月19日 2024年06月18日

028 兵庫県 8140005016251 ○ 特定非営利活動法人アメニティ２０００協会 西宮市北昭和町３番２０号 清水　彬久 ○ 2014年12月19日 2024年12月18日

028 兵庫県 3140005003485 ○ 特定非営利活動法人地球ボランティア協会 芦屋市大桝町１番11号 稲畑　誠三 ○ 2015年03月23日 2025年03月22日

028 兵庫県 4140005015174 ○ 特定非営利活動法人利他の会 姫路市西新在家３丁目８番48号 岸本　眞知子 ○ 2015年04月22日 2019年06月15日

028 兵庫県 9120105003596 ○
特定非営利活動法人ＮＯＭＯベースボールク
ラブ

豊岡市城崎町湯島1062番地
野茂　英雄、清

水　信英
○ 2015年05月15日 2025年05月14日

028 兵庫県 6140005018472 ○ 特定非営利活動法人日本レスキュー協会 伊丹市下河原２丁目２番１３号 伊藤　裕成 ○ 2015年07月13日 2025年07月12日

028 兵庫県 4140005016263 ○
特定非営利活動法人都市生活コミュニティセ
ンター

尼崎市武庫之荘本町1丁目18番26号 寺嶋　英介 ○ 2015年07月31日 2025年07月30日

028 兵庫県 9200005009702 ○ 特定非営利活動法人ムラのミライ 西宮市城ヶ堀町２番２２号 中田　豊一 2016年07月15日 2026年07月14日

028 兵庫県 4140005014960 ○ 特定非営利活動法人あけび 姫路市飾磨区細江473ー10 林　幸子 ○ 2017年01月13日 2027年01月12日

028 兵庫県 7140005020865 ○ 特定非営利活動法人みなみ会 西脇市野村町1795番地の8 依藤　孝 ○ 2017年03月07日 2027年03月06日

028 兵庫県 6140005014521 ○
特定非営利活動法人姫路市介護サービス第
三者評価機構

姫路市安田四丁目１番地　姫路市役所北別
館内

田中　洋三 ○ 2017年03月17日 2018年04月02日 2014年07月16日 2017年03月16日

028 兵庫県 1140005018956 ○ 特定非営利活動法人きらら 宝塚市中州１丁目５番22号 森田　啓子 ○ 2017年03月17日 2027年03月16日

028 兵庫県 6140005021451 ○ 特定非営利活動法人ぽっかぽかランナーズ 宝塚市売布山手町６番１号 林　優子 ○ 2017年09月01日 2027年08月31日

028 兵庫県 1140005019013 ○ 特定非営利活動法人こむの事業所 宝塚市売布東の町12番9号 松藤　聖一 ○ 2017年11月21日 2027年11月20日 2014年11月26日 2017年11月20日

028 兵庫県 2140005012719 ○ 認定NPO法人はばたけ手をつなぐ育成会 豊岡市大手町７番９号 中井　佳与子 ○ 2017年12月18日 2027年12月17日

028 兵庫県 9140005015582 ○
特定非営利活動法人保育ネットワーク・ミル
ク

三田市西山一丁目13番６号 小泉　雅子 ○ 2018年03月14日 2023年03月13日

028 兵庫県 8140005024064 ○
特定非営利活動法人はりま総合福祉評価セ
ンター

姫路市安田三丁目１番地姫路市総合福祉会
館内

河原　正明 ○ 2018年04月02日 2022年03月16日

028 兵庫県 6140005016261 ○ 特定非営利活動法人はらっぱ 西宮市中殿町６番３２号 前田　公美 ○ 2018年07月06日 2023年07月05日 2015年08月10日 2018年08月09日

028 兵庫県 7140005004802 ○ ＮＰＯ法人芦屋市国際交流協会 芦屋市大原町2番6-203号ラ・モール芦屋 戸田　敬二 ○ 2019年01月18日 2024年01月17日

028 兵庫県 8140005020170 ○
特定非営利活動法人ソーシャルデザインセン
ター淡路

南あわじ市神代地頭方1538番地１ 木田　薫 ○ 2019年11月22日 2024年11月21日

028 兵庫県 5140005024372 ○ NPO法人さわやか千の里 川西市水明台1丁目2番49号 高田　憲二 ○ 2021年03月15日 2026年03月14日

028 兵庫県 7140005022746 ○ ＮＰＯ法人みやっこサポート 西宮市西田町６番５号 中島　恵美 ○ 2021年04月23日 2026年04月22日

028 兵庫県 6140005016501 ○
特定非営利活動法人PETS FOR LIFE，
JAPAN

西宮市段上町7丁目1番地35号松本ビル1F
山田公二　有田

朋正
○ 2021年07月29日 2026年07月28日

028 兵庫県 7140005016475 ○ 特定非営利活動法人兵庫介助犬協会 西宮市馬場町4番9号 北澤　光大 ○ 2021年10月05日 2026年10月04日

028 兵庫県 1140005023361 ○ 特定非営利活動法人兵庫子ども支援団体 明石市別所町８番11号 多田　実乘 ○ 2023年02月22日 2028年02月21日 2021年02月01日 2023年02月21日

028 兵庫県 3140005022394 ○ 特定非営利活動法人ゆめみらい西脇 西脇市黒田庄町田高317―２ 大﨑　悟 2020年05月26日 2023年05月25日

029 奈良県 8150005007976 ○ 特定非営利活動法人　アゴラ音楽クラブ 奈良市富雄北一丁目１２番４号 水野　惠理子 ○ 2014年12月12日 2024年12月11日

029 奈良県 ○ 特定非営利活動法人　ｎｐｏやまと 西田　先作 2015年04月01日 2015年05月30日

029 奈良県 3150005008888 ○ 特定非営利活動法人　おてらおやつクラブ 磯城郡田原本町大字八尾４０番地 松島　靖朗 ○ 2020年11月27日 2025年11月26日

029 奈良県 8150005003736 ○ 認定NPO法人　きららの木 奈良市三碓町２２５０－１１ 江川　美奈子 2021年03月17日 2026年03月16日

029 奈良県 3150005008319 ○ 特定非営利活動法人　チョウタリィの会 奈良市あやめ池南五丁目１番１号 山口　悦子 ○ 奈良市 2022年12月16日 2027年12月15日

030 和歌山県 6170005006037 ○ 和歌山ＹＭＣＡ 和歌山市太田一丁目１２番１３号 永井康雅 ○ 2015年05月14日 2025年05月13日

030 和歌山県 5170005001716 ○ 脳脊髄液減少症患者・家族支援協会 和歌山市 中井宏 ○ 2016年03月29日 2026年03月28日 2013年03月29日 2016年03月28日

030 和歌山県 8170005004121 ○ ハートツリー 田辺市 松下泰子 ○ 2017年12月26日 2027年12月25日 2014年12月05日 2017年12月04日

030 和歌山県 7170005001706 ○ わかやまＮＰＯセンター 和歌山市美園町五丁目６番１２号 志場久起 2018年10月02日 2023年10月01日 2015年05月14日 2018年05月13日

030 和歌山県 9170005006546 ○ one-s future 和歌山市 上田頼飛 ○ 2020年03月30日 2025年03月29日

030 和歌山県 6170005006020 ○ ころん 田辺市 小川麻美 ○ 2020年11月13日 2025年11月12日 2018年08月24日 2020年11月12日

030 和歌山県 2170005006668 ○ 健康とコミュニティを支援するなるコミ 和歌山市 宇都宮越子 ○ 2021年08月17日 2026年08月16日

030 和歌山県 3170005005909 ○ 和歌山国際脊椎先端技術開発研究会 和歌山市美園町５丁目５－１ 山田宏 2017年03月22日 2020年03月21日

031 鳥取県 9270005004804 ○ 特定非営利活動法人本の学校 米子市新開２丁目３番１０号 星野　渉 ○ 2015年07月01日 2025年06月30日

031 鳥取県 1270005002749 ○ 特定非営利活動法人鳥取県自閉症協会 鳥取市瓦町６０１番地 乾　和子 ○ 鳥取県 2015年12月01日 2025年11月30日 2013年01月10日 2015年11月30日

031 鳥取県 7270005004913 ○ 特定非営利活動法人倉吉鴨水館 倉吉市下田中町801番地 杉本　美智子 ○ 鳥取県 2016年01月19日 2026年01月18日 2015年05月12日 2016年01月18日

031 鳥取県 1270005004761 ○ 特定非営利活動法人創造の樹 鳥取市吉岡温泉町７８９番地１ 山川　賀壽雄 2016年12月20日 2019年11月29日

031 鳥取県 5270005005046 ○ 特定非営利活動法人ハーモニィカレッジ 八頭郡八頭町才代２９９ 大堀　貴士 ○ 鳥取県 2018年03月29日 2028年03月28日

031 鳥取県 6270005002661 ○ 特定非営利活動法人十人十色 鳥取市用瀬町安蔵９９１番地 岸本　美鈴 ○ 鳥取県 2018年12月04日 2023年12月03日

031 鳥取県 5270005005137 ○
特定非営利活動法人グリーンツーリズムもち
がせ

鳥取市用瀬町屋住２７８番地 八住　寿 ○ 鳥取県 2021年02月05日 2026年02月04日

031 鳥取県 7270005005300 ○
特定非営利活動法人スペシャルオリンピック
ス日本・鳥取

東町一丁目２２０番地 藤井　喜臣 ○ 2021年03月05日 2026年03月04日

031 鳥取県 5270005004626 ○ 特定非営利活動法人未来 倉吉市東仲町２５７１ 岸田　寛昭 ○ 鳥取県 2022年03月30日 2027年03月29日

032 島根県 3280005002523 ○ 特定非営利活動法人自然再生センター 松江市天神町127 松本一郎 ○ 2013年01月30日 2028年01月29日

032 島根県 9280005002195 ○ 特定非営利活動法人あしぶえ 松江市八雲町平原481番地1 園山土筆 ○ 2013年03月05日 2028年03月04日

032 島根県 7280005003261 ○ 特定非営利活動法人療育センター燦々 出雲市平田町中ノ島７３７７ 佐藤　比登美 ○ 2013年03月07日 2023年03月06日

032 島根県 5280005003940 ○ 特定非営利活動法人緑と水の連絡会議 大田市大田町大田イ３７６番地1 高橋泰子 ○ 2013年12月01日 2023年11月30日

032 島根県 5280005001110 ○
特定非営利活動法人まごころサービス松江
センター

松江市古志原一丁目14番１号 勝部正樹 ○ 2014年10月01日 2024年09月30日 2013年03月01日 2014年09月30日

032 島根県 1280005002120 ○
特定非営利活動法人まちづくりネットワーク
島根

松江市古志原町5丁目2番43号 柏井光 ○ 2015年03月20日 2020年03月19日 2013年03月01日 2015年03月19日

032 島根県 8280005006692 ○
特定非営利活動法人中村元記念館東洋思
想文化研究所

松江市八束町波入2060番地 清水谷圭 ○ 2020年04月01日 2025年03月31日

032 島根県 8280005003509 ○ 特定非営利活動法人斐川体育協会 出雲市斐川町荘原町2876番地3 今岡　輝夫 ○ 2022年11月25日 2027年11月24日

032 島根県 ○
特定非営利活動法人斐伊川流域環境ネット
ワーク

小谷武 2013年01月30日 2013年08月30日

032 島根県 6280005002495 ○ 特定非営利活動法人しんじ湖スポーツクラブ 松江市宍道町佐々布204番地4 渡部章 2015年08月06日 2018年08月05日
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033 岡山県 6260005005608 ○ ○
認定特定非営利活動法人ハーモニーネット
未来

笠岡市笠岡5909 宇野　均惠 ○ 2013年03月25日 2023年03月24日

033 岡山県 9260005003022 ○ 岡山きのこ・あったか会 岡山市中区門田屋敷1-3-21 阿多　雄之 2016年03月22日 2021年03月21日

033 岡山県 3260005008869 ○ 特定非営利活動法人英田上山棚田団 美作市上山２１３５番地 井上　寿美 2017年04月05日 2022年04月04日 2014年04月17日 2017年04月04日

033 岡山県 9260005009102 ○ ＮＰＯ法人絆かわかみ 高梁市川上町地頭２３４０番地 宮﨑　孝司 ○ 2017年12月04日 2027年12月03日 2015年01月28日 2017年12月03日

033 岡山県 3260005010115 ○
認定特定非営利活動法人サラブリトレーニン
グ・ジャパン

加賀郡吉備中央町下加茂１５０６番地１０９ 角居　勝彦 ○ 2019年06月12日 2024年06月11日

033 岡山県 4260005009809 ○ ＮＰＯ法人ペアレント・サポートすてっぷ 倉敷市新田２４６３番地６ 安藤　希代子 ○ 2019年11月28日 2024年11月27日 2017年04月05日 2019年11月27日

033 岡山県 4260005010378 ○ オリーブの家 津山市中島２３２番地１１ 山本　康世 ○ 2020年03月05日 2025年03月04日

034 広島県 7240005004577 ○ 西中国山地自然史研究会
北広島町東八幡原119番地１高原の自然館
内

上野　吉雄 ○ 2014年03月20日 2024年03月19日

034 広島県 3240005012682 ○ 中国四国成年後見センター 井上　文伸 ○ 2014年10月27日 2019年10月26日

034 広島県 2010005017549 ○ ピースウィンズ・ジャパン 神石高原町近田1161-2 大西　健丞 ○ 2014年12月19日 2024年12月18日

034 広島県 9240005002694 ○ ポラーノ 広島市中区南吉島一丁目２番37号 松村　公市 ○ 2016年03月08日 2026年03月07日

034 広島県 7240005011607 ○ 尾道空き家再生プロジェクト 尾道市三軒家町3番23号 豊田　雅子 2016年09月05日 2021年09月04日

034 広島県 2240005009977 ○ 福山シンフォニーオーケストラ 福山市曙町一丁目１６番８号 松岡　　巖 ○ 2017年08月08日 2027年08月07日

034 広島県 1240005010548 ○ ふれあい館ひろしま 竹原市中央二丁目４番３号 今田　美雪 ○ 2018年03月19日 2023年03月18日 2014年11月11日 2017年11月10日

034 広島県 9240005004014 ○ 陽だまり 東広島市西条中央七丁目１７番３５－１０１号 市川　マヤ ○ 2019年07月01日 2024年06月30日

034 広島県 9240005011621 ○ 尾道こころネットよつば会 尾道市栗原東ニ丁目１７番８６号 谷口　憲秋 2014年03月27日 2017年03月26日

034 広島県 2240005014275 ○ 三段峡‐太田川流域研究会 山県郡安芸太田町大字柴木1734番地 本宮　炎 2019年02月07日 2022年02月06日

035 山口県 7250005000781 ○ 特定非営利活動法人こどもステーション山口 山口市道場門前２－４－２０ 山本　有希 ○ 2013年02月06日 2028年02月05日

035 山口県 2250005001132 ○ 特定非営利活動法人支えてねットワーク 山口市秋穂西１２６７番地１ 上村　早苗 ○ 2014年08月21日 2024年08月20日

035 山口県 8250005004988 ○ 特定非営利活動法人野球を育む会inうべ
宇部市西琴芝２丁目１５－２２ハイツ樋ノ口３
０６号

伊藤　正隆 ○ 2014年12月18日 2019年12月17日 2013年06月20日 2014年12月17日

035 山口県 3250005007335 ○ 特定非営利活動法人ぐうですぐう 宇部市あすとぴあ三丁目３番３３号 西川　浩子 ○ 2015年07月10日 2025年07月09日

035 山口県 8250005001804 ○
認定特定非営利活動法人やまぐち発達臨床
支援センター

防府市自由ヶ丘１丁目５番７号 川間　弘子 ○ 2016年12月19日 2026年12月18日

035 山口県 4250005006575 ○ 特定非営利活動法人いろりの家 岩国市由宇町神東１６０３番地３ 瀧山　貴士 ○ 2017年03月27日 2022年03月26日 2014年08月07日 2017年03月26日

035 山口県 5250005001113 ○
特定非営利活動法人山口せわやきネット
ワーク

山口市吉敷上東二丁目４番６号 児玉　頼幸 ○ 2018年05月08日 2023年05月07日

035 山口県 9250005000490 ○ 特定非営利活動法人山口県腎友会 山口市大手町９－６ 吉村　　隆 ○ 2019年01月31日 2024年01月31日

035 山口県 8250005007561 ○ 認定特定非営利活動法人みらいプラネット 防府市新橋町１番１１号 有富　　健 ○ 2020年02月07日 2025年02月06日

035 山口県 2250005005918 ○ 認定特定非営利活動法人ＡＣＴ ＳＡＩＫＹＯ 周南市平和通一丁目１０番２号 山岡　靖幸 ○ 2020年08月07日 2025年08月06日

035 山口県 6250005008264 ○ ＮＰＯ法人皆繋 下関市大字冨任91番地 林　陽一郎 ○ 2021年12月15日 2026年12月14日

035 山口県 5250005008208 ○ 特定非営利活動法人とりで 岩国市南岩国町五丁目19番12号 金本 秀韓 ○ 2022年02月07日 2027年02月06日 2019年01月25日 2022年01月24日

035 山口県 9250005000805 ○ 特定非営利活動法人学生耕作隊 宇部市大字今富２５番地１ 楠クリーン村 今井　夏実 2013年11月27日 2016年11月26日

036 徳島県 5480005003895 ○ 特定非営利活動法人　鳴門「第九」を歌う会 鳴門市撫養町立岩字五枚２４４番地 大塚　道子 ○ 2013年11月25日 2023年11月24日

036 徳島県 6480005002211 ○
特定非営利活動法人　とくしま県民活動プラ
ザ

徳島市東沖洲二丁目１４番地 岡本　光雄 ○ 2014年07月20日 2024年07月19日 2013年02月01日 2014年07月19日

036 徳島県 1480005002744 ○
特定非営利活動法人　ホスピス徳島がん基
金

徳島市西新浜町一丁目６番２５号 近藤　彰 ○ 2016年03月31日 2026年03月30日

036 徳島県 2480005003873 ○ 特定非営利活動法人　「ふくろうの森」 鳴門市撫養町大桑島字蛭子山４９番地 西川　寛 ○ 2017年01月23日 2027年01月22日

036 徳島県 3480005002602 ○ 特定非営利活動法人　グリーンバレー 名西郡神山町下分字地野４９番地１ 中山　竜二 ○ 2017年01月23日 2027年01月22日

036 徳島県 6480005002665 ○
特定非営利活動法人　スペシャルオリンピッ
クス日本・徳島

徳島市南矢三町二丁目１－５９ 田所　健作 ○ 2018年03月29日 2028年03月28日

036 徳島県 8480005001533 ○ 特定非営利活動法人　新町川を守る会 徳島市寺島本町東一丁目１７番地 中村　英雄 ○ 2018年05月25日 2023年05月24日

036 徳島県 9480005003891 ○
特定非営利活動法人　賀川豊彦記念・鳴門
友愛会

鳴門市大麻町桧字東山田５０番地２ 久積　育郎 2021年06月02日 2026年06月01日

037 香川県 1470005002002 ○ 特定非営利活動法人マインドファースト 高松市本町９番３号　白井ビル４０３ 島津　昌代 ○ 2015年04月28日 2025年04月27日

037 香川県 1470005004758 ○ 特定非営利活動法人グリーフワークかがわ
高松市錦町２丁目１２ー１７　アルファ二番町
５０１号室

杉山　洋子 ○ 2015年07月28日 2025年07月27日

037 香川県 7470005005049 ○ 特定非営利活動法人瀬戸内オリーブ基金 小豆郡土庄町豊島家浦３８３７番地４ 岩城　裕 ○ 2015年10月30日 2025年10月29日

037 香川県 8470005002359 ○ 特定非営利活動法人明日に架ける橋 綾歌郡綾川町陶５７７９番地１ 朝江　宏 2016年11月02日 2021年11月01日 2014年11月26日 2016年11月01日

037 香川県 1470005001929 ○
特定非営利活動法人農村歌舞伎祗園座保
存会

高松市香川町東谷８７３番地３　高松市東谷
コミュニティーセンター

鎌田　義美 ○ 2018年12月11日 2023年12月10日

037 香川県 7470005003333 ○ 特定非営利活動法人さぬきっずコムシアター 丸亀市土器町東二丁目248番地 髙橋　勝子 ○ 2020年07月30日 2025年07月29日

037 香川県 7470005002046 ○ 特定非営利活動法人わははネット 高松市丸亀町１３番地１ 中橋　惠美子 ○ 2020年10月06日 2025年10月05日

037 香川県 9470005001616 ○
特定非営利活動法人香川国際ボランティア
センター

高松市松縄町１０７５番地２３ 三谷　雄治 ○ 2022年03月01日 2027年02月28日

037 香川県 5470005001124 ○ 特定非営利活動法人長寿社会支援協会 高松市松並町８０２番地１ 兼間　道子 2016年04月19日 2019年04月18日

037 香川県 7470005005783 ○
特定非営利活動法人かがわ排尿・排泄ケア
問題を考える会

木田郡三木町大字池戸1750番地1　香川大
学医学部泌尿器科教室内

杉元　幹史 2020年09月07日 2023年09月06日

038 愛媛県 9500005001158 ○ アクティブボランティア21 松山市天山2丁目3番27号 渡邊　義男 ○ 2012年11月01日 2027年10月31日

038 愛媛県 9500005001678 ○ JMACS 松山市千舟町6丁目1番地3 中野　博子 2013年05月01日 2018年04月30日

038 愛媛県 9500005001819 ○ えひめイヌ・ネコの会 松山市石手白石118番地3 髙岸　ちはり ○ 2014年12月18日 2024年12月17日

038 愛媛県 1500005002205 ○ こころ塾 松山市大街道三丁目2番地16 村松　つね ○ 2016年01月13日 2020年11月09日 2013年02月13日 2016年01月12日

038 愛媛県 7500005006893 ○ 国際地雷処理・地域復興支援の会 松山市千舟町7丁目7番地3　伊予肥ビル2階 高山　良二 ○ 2016年02月25日 2026年02月24日

038 愛媛県 4500005005535 ○ 今治しまなみスポーツクラブ 今治市松本町1丁目1番地9 村上　康 ○ 2017年10月25日 2027年10月24日 2014年12月18日 2017年10月24日

038 愛媛県 4500005001880 ○ ラ･ファミリエ 松山市萱町四丁目7番地2　カネ宮ビル1階 檜垣　高史 ○ 2018年06月01日 2023年05月31日

038 愛媛県 3500005007945 ○ タンデム自転車ＮＯＮちゃん倶楽部 松山市錦町2番地2 津賀　薫 ○ 2021年03月17日 2026年03月16日

038 愛媛県 6500005007678 ○ さしあげプロジェクト 新居浜市若水町二丁目9番17号 鴻上　庸郎 ○ 2022年03月22日 2027年03月21日 2019年03月25日 2022年03月21日

038 愛媛県 5500005007761 ○ ＮＰＯ法人　翼学園 松山市余戸南3丁目3番39号 大野　まつみ ○ 2023年03月13日 2028年03月12日

038 愛媛県 9500005005687 ○ 愛媛県子ども自立支援センター 松山市森松町878番地2 森　保道 2013年10月17日 2016年10月16日

039 高知県 9490005003643 ○ 特定非営利活動法人カンガルーの会 吾川郡いの町八田２３５番地２ 澤田　敬 ○ 2013年02月12日 2028年02月11日

039 高知県 8490005004246 ○
特定非営利活動法人四国自然史科学研究
センター

須崎市下分乙470番の１ 濱田哲暁 ○ 2013年08月19日 2023年08月18日

039 高知県 3490005001784 ○ 特定非営利活動法人環境の杜こうち
高知市旭町三丁目115番地こうち男女共同参
画センター３階

内田　洋子 2013年09月09日 2018年09月08日

039 高知県 5490005001923 ○ 特定非営利活動法人高知いのちの電話協会 高知市丸ノ内二丁目４番１号 山光　康雄 ○ 2014年02月18日 2024年02月17日

039 高知県 3490005001850 ○
特定非営利活動法人こうち被害者支援セン
ター

高知市越前町１丁目６番３２号 岡内　紀雄 ○ 2014年07月04日 2024年07月03日

039 高知県 7490005001335 ○ 特定非営利活動法人高知こどもの図書館 高知市丸ノ内一丁目１７番 岡本　富美 ○ 2014年10月14日 2024年10月13日

039 高知県 2490005001331 ○ 特定非営利活動法人ＮＰＯ高知市民会議 高知市横浜新町三丁目１４０９番地 浦井　理恵 ○ 2016年04月01日 2026年03月31日

039 高知県 6490005006095 ○
特定非営利活動法人高知・インドネシア看護
師サポート会

高知市塚ノ原43番20号 内田　泰史 2016年08月01日 2021年07月31日

039 高知県 7490005006301 ○ 特定非営利活動法人BRIDGE
南国市岡豊町小蓮185番地1高知大学医学
部環境医学教室内

関　博之 ○ 2016年08月01日 2026年07月31日

039 高知県 4490005006097 ○
特定非営利活動法人あしずりダディー牧場
命の会

土佐清水市松尾７４６番地３ 宮﨑　栄美 ○ 2021年10月01日 2026年09月30日

040 福岡県 5290005007016 ○
特定非営利活動法人日本セラピューティッ
ク・ケア協会

太宰府市五条２丁目６番１号 城戸　由香里 ○ 2014年07月01日 2024年06月30日

040 福岡県 4290005005111 ○ 特定非営利活動法人九州補助犬協会 糸島市志摩井田原７６番地の２０ 櫻井　恭子 ○ 2014年09月01日 2024年08月31日

040 福岡県 6290005005646 ○ 特定非営利活動法人エコけん 古賀市舞の里５丁目２４番１３号 清水　佳香 ○ 2015年04月01日 2020年03月31日 2013年04月22日 2015年03月31日
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040 福岡県 9290005010899 ○
特定非営利活動法人日本車椅子レクダンス
協会

久留米市梅満町１１９０－１光風ハイツ１０３
号

黒木　実馬 ○ 2015年08月01日 2025年07月31日

040 福岡県 2290005008504 ○ 特定非営利活動法人嘉穂劇場 飯塚市飯塚５番２３号
伊藤　英昭（清

算人）
○ 2017年04月01日 2022年03月31日 2015年04月01日 2017年03月31日

040 福岡県 6290805006100 ○ 特定非営利活動法人なおみの会 直方市山部７５１番地３１ 立山　利博 ○ 2017年07月01日 2022年06月30日 2015年10月01日 2017年06月30日

040 福岡県 2290005010823 ○
特定非営利活動法人ワンストップリーガル
ネット

久留米市中央町３３番地１０ 中村　誠治 ○ 2017年08月01日 2027年07月31日

040 福岡県 5290005004062 ○
特定非営利活動法人文化財保存工学研究
室

小郡市小郡１１５５番地 田中　宏 ○ 2018年07月01日 2023年06月30日

040 福岡県 5290005014887 ○ 特定非営利活動法人山村塾 八女市黒木町笠原９８３６番地１ 小森　耕太 ○ 2020年03月19日 2025年03月18日 2017年07月01日 2020年03月18日

040 福岡県 3290005014609 ○ ＮＰＯ法人改革プロジェクト
宗像市赤間３丁目５番１号エスカレント赤間２
０４号室

立花　祐平 ○ 2020年03月19日 2025年03月18日

040 福岡県 7290005009489 ○ 特定非営利活動法人たんがく 久留米市上津一丁目２３－１０ 樋口　千惠子 ○ 2020年03月19日 2025年03月18日

040 福岡県 5290005006901 ○ 特定非営利活動法人チャイルドケアセンター 大野城市白木原一丁目１４番２２号 大谷　清美 ○ 2020年07月01日 2025年06月30日

040 福岡県 9290005013968 ○ 特定非営利活動法人わたしと僕の夢 久留米市東和町４番地４ 佐藤　裕理子 ○ 2022年05月31日 2027年05月30日

040 福岡県 8300005002937 ○ 特定非営利活動法人有明海再生機構 糸島市南風台５丁目３番３ 大嶋　雄治 2015年06月17日 2018年06月16日

040 福岡県 7290005017013 ○
特定非営利活動法人グループリビングこすも
す

久留米市国分町１１７１番地１ 辻　吉保 2021年01月28日 2024年01月27日

041 佐賀県 4300005001109 ○
特定非営利活動法人　日本IDDMネットワー
ク

佐賀市八戸二丁目１番27-2号 井上　龍夫 ○ 2012年08月03日 2027年08月02日

041 佐賀県 5300005004762 ○ 特定非営利活動法人　中原たすけあいの会 三養基郡みやき町大字原古賀6706番地2 平野　征幸 ○ 2012年10月15日 2022年10月14日

041 佐賀県 5300005001090 ○ 特定非営利活動法人　たすけあい佐賀 佐賀市嘉瀬町大字中原2516番地1 吉村　香代子 ○ 2013年12月01日 2023年11月30日

041 佐賀県 1300005001136 ○
特定非営利活動法人　カンボジア教育支援フ
ロム佐賀

佐賀市高木瀬西三丁目3番15号 松尾　由紀子 ○ 2014年10月01日 2024年09月30日

041 佐賀県 9300005004767 ○ 特定非営利活動法人　ＮＰＯ慧燈 三養基郡基山町大字宮浦816番地イ 弓　正純 ○ 2015年01月27日 2025年01月26日

041 佐賀県 5300005001149 ○
特定非営利活動法人被害者支援ネットワー
ク佐賀VOISS

佐賀市八丁畷町1番20号 田口　香津子 ○ 2015年01月27日 2025年01月26日

041 佐賀県 9300005001095 ○
認定特定非営利活動法人　市民生活支援セ
ンターふくしの家

佐賀市鍋島三丁目3番20号 江口　陽介 2015年03月12日 2020年03月11日

041 佐賀県 4300005001141 ○ 特定非営利活動法人　地球市民の会 佐賀市高木町3番10号 山口　久臣 ○ 2015年07月01日 2025年06月30日

041 佐賀県 4300005002544 ○
特定非営利活動法人佐賀県難病支援ネット
ワーク

佐賀市神野東二丁目6番10号 三原　睦子 ○ 2016年07月01日 2026年06月30日

041 佐賀県 3300005004450 ○ 特定非営利活動法人国際協力の会MIS 伊万里市東山代町東大久保1761番地1 古賀　　等 ○ 2016年12月01日 2021年11月30日 2013年12月01日 2016年11月30日

041 佐賀県 6300005005009 ○
特定非営利活動法人とす市民活動ネット
ワーク

鳥栖市 鈴木　登美子 ○ 2018年02月20日 2028年02月19日 2015年05月14日 2018年02月19日

041 佐賀県 8300005003398 ○
特定非営利活動法人スチューデント・サポー
ト・フェイス

武雄市 谷口　仁史 ○ 2018年12月28日 2023年12月27日

041 佐賀県 5300005004003 ○ 特定非営利活動法人　ゆとり 武雄市武雄町 中村　儀成 2014年03月26日 2017年03月25日

042 長崎県 6310005001659 ○
特定非営利活動法人　長崎こども囲碁普及
会

長崎市松山町4番45号 田浦　直 ○ 2013年06月07日 2023年06月06日

042 長崎県 1310005007165 ○
認定特定非営利活動法人　長崎ＯＭＵＲＡ室
内合奏団

大村市協和町703番地1 嶋崎　真英 ○ 2014年05月07日 2024年05月06日

042 長崎県 3310005001661 ○
特定非営利活動法人　岡まさはる記念長崎
平和資料館

長崎市西坂町9番4号 崎山　昇 ○ 2014年11月04日 2024年11月03日

042 長崎県 7310005002177 ○
特定非営利活動法人　長崎ベトナム友好協
会

長崎市中園町6番17号八木ビル3階 冨岡　勉 ○ 2015年01月14日 2025年01月13日

042 長崎県 4310005002171 ○
特定非営利活動法人　世界遺産長崎チャー
チトラスト

長崎市出島町1番1号　出島ワーフ2階 宮脇　雅俊 ○ 2015年03月23日 2020年03月22日

042 長崎県 6310005002178 ○ 特定非営利活動法人　長崎在宅Dr.ネット 長崎市馬町21番地1 藤井　卓 ○ 2015年06月22日 2025年06月21日

042 長崎県 7310005001617 ○ 特定非営利活動法人　ＮＰＯながさき 長崎市大浦町７番22号コーポおおうら３階 川崎　清廣 ○ 2015年08月17日 2020年08月16日 2012年09月13日 2015年08月16日

042 長崎県 2310005002272 ○ 特定非営利活動法人　心澄
長崎市馬町48番地1　長崎県市町村会館馬
町別館3階

宮本　鷹明 ○ 2018年02月09日 2028年02月08日

042 長崎県 3310005007353 ○
特定非営利活動法人　Ｌｏｖｅ＆Ｓａｆｅｔｙおおむ
ら

大村市諏訪3丁目78番地 出口　貴美子 ○ 2019年12月03日 2024年12月02日 2017年02月03日 2019年12月02日

042 長崎県 6310005007598 ○ 特定非営利活動法人　SPICY 長崎市古川町5番20号202 塚﨑　智雄 ○ 2020年09月15日 2025年09月14日 2018年09月19日 2020年09月14日

042 長崎県 9310005001805 ○ 特定非営利活動法人　長崎游泳協会 長崎市浜町８番30号（株）タナカヤ内 田中　直英 2012年12月05日 2015年12月04日

042 長崎県 3310005004020 ○
特定非営利活動法人　おぢかアイランドツー
リズム協会

北松浦郡小値賀町笛吹郷2791番地13 大黒　清利 2014年03月17日 2017年03月16日

042 長崎県 2310005007742 ○
特定非営利活動法人　長崎海洋産業クラス
ター形成推進協議会

長崎市出島町1番43号 坂井　俊之 2017年01月16日 2020年01月15日

043 熊本県 4330005003168 ○ ＮＰＯ法人　ＮＥＸＴＥＰ 合志市 島津智之 ○ 2014年04月08日 2024年04月07日

043 熊本県 6330005006342 ○ ＮＰＯ法人とら太の会 八代市妙見町２３７７－３ 山下順子 ○ 2014年07月23日 2024年07月22日

043 熊本県 5330005008117 ○ ＮＰＯ法人 はっぴぃ・はっぴぃ 菊池郡大津町大字陣内１６５２番地 江藤　南美枝 ○ 2014年11月04日 2024年11月03日

043 熊本県 8330005004658 ○
特定非営利活動法人　れんげ国際ボランティ
ア会

玉名市築地２２８８番地 川原英照 ○ 2015年08月06日 2025年08月05日

043 熊本県 9330005002181 ○ 特定非営利活動法人阿蘇花野協会 熊本市東区錦ヶ丘3番15号 山中　守 ○ 2018年07月09日 2023年07月08日 2015年08月06日 2018年08月05日

043 熊本県 8330005002109 ○
特定非営利活動法人　変えようより良い医療
と福祉・ＧＥＮＫＩ会

熊本市中央区神水二丁目９番５号 岩村長二郎 2013年04月08日 2016年04月07日

044 大分県 9320005002050 ○ 青少年の自立を支える青空の会 大分市 澤田　正一 ○ 2013年02月12日 2023年02月11日

044 大分県 2320005001975 ○ 地域環境ネットワーク 大分市西新地１丁目３番５号 三浦　逸朗 ○
大分県、大

分市 2015年01月06日 2025年01月05日

044 大分県 8320005009344 ○ 大分県学生交流等協力支援協会 大分市城崎町２丁目１番２号 羽矢　惇 ○ 2017年11月08日 2022年11月07日

044 大分県 2320005001505 ○ ＳＭＩＳ 大分市上田町３丁目３番4号 松田　典子 ○ 2018年04月19日 2023年04月18日

044 大分県 1320005008798 ○ 地域の宝育成支援センター 大分市花園２丁目１１番４２号 小野　二生 ○ 2019年08月07日 2024年08月06日 2017年10月12日 2019年08月06日

044 大分県 ○
おおいた成年後見権利擁護支援センター（略
称：バトン）

臼杵市大字臼杵字洲崎72-126 吉田　明美 ○ 2020年10月02日 2025年10月01日 2018年11月06日 2020年10月01日

044 大分県 3320005002378 ○ 大分ＤＡＲＣ 大分市 河村　郁男 ○ 2022年12月28日 2027年12月27日

045 宮崎県 7350005005093 ○ ザンビアの辺地医療を支援する会 宮崎市生目台西4丁目7番地7 日高 良雄 ○ 2015年01月28日 2025年01月27日

045 宮崎県 1350005001024 ○ ホームホスピス宮崎 宮崎市 市原 美穂 ○ 2015年03月01日 2025年02月28日

045 宮崎県 8350005004929 ○ 高鍋町観光協会 児湯郡高鍋町大字北高鍋5198番地 前田 邦安 ○ 2017年12月01日 2027年11月30日

045 宮崎県 1350005003383 ○ 五ヶ瀬自然学校 西臼杵郡五ヶ瀬町大字鞍岡6452番地乙 杉田 英治 ○ 五ヶ瀬町 2020年03月24日 2025年03月23日

045 宮崎県 9350005002700 ○ 子どもの森 東臼杵郡門川町川内字イカダ場3412番地1 横山 謙一 ○ 2020年08月28日 2025年08月27日

045 宮崎県 5350005005946 ○ 東米良創生会 西都市上揚2番地2 濱砂 重仁 2022年09月12日 2025年09月11日

046 鹿児島県 6340005002092 ○ こども医療ネットワーク 鹿児島市桜ヶ丘８丁目35番1号 岡本　康裕 ○ 2015年09月30日 2025年09月29日

046 鹿児島県 9340005001827 ○ せせらぎ 鹿児島市星ヶ峯三丁目46番14-2号 松元めぐみ ○ 2016年03月15日 2021年03月14日

046 鹿児島県 1340005003649 ○ じゃっど 薩摩川内市東開聞町３番１号 帖佐　理子 ○ 2017年11月15日 2027年11月14日

046 鹿児島県 1340005002106 ○ かごしまアートネットワーク
鹿児島市西千石町１３番３号吉留ビル３階２
号室

丸田真悟 ○ 2019年11月29日 2024年11月28日

047 沖縄県 7360005003088 ○
特定非営利活動法人リカバリーサポート・
ネットワーク

中頭郡西原町上原２丁目９番地の１　（ルボ
ワＹＡＲＡ　２Ｆ）

西村　直之 ○ 2013年12月09日 2023年12月08日

047 沖縄県 9360005002121 ○
特定非営利活動法人アジアチャイルドサポー
ト

沖縄市字登川１５８３番地 池間　哲郎 ○ 2014年10月01日 2024年09月30日

047 沖縄県 3360005000774 ○ 特定非営利活動法人アンビシャス
那覇市牧志３丁目24番29号　グレイスハイム
喜納Ⅱ　1階

迫　幸治 ○ 2014年12月01日 2024年11月30日

047 沖縄県 5360005001250 ○ 特定非営利活動法人うてぃーらみや 那覇市具志二丁目２０番４６号 仲本　千佳子 ○ 2016年01月18日 2021年02月13日

047 沖縄県 7360005001579 ○
特定非営利活動法人ヴィクサーレスポーツク
ラブ

那覇市古波蔵３丁目７番25号　邁進ビル3階 加藤　久 ○ 2016年09月01日 2026年08月31日 2013年09月17日 2016年08月31日

047 沖縄県 7010405002550 ○
特定非営利活動法人地球環境共生ネット
ワーク

中頭郡北中城村字喜舎場１４７８番地 比嘉　照夫 2017年03月29日 2022年07月31日 2015年01月28日 2017年03月28日

047 沖縄県 7360005001414 ○
特定非営利活動法人こども医療支援わらび
の会

島尻郡南風原町字新川272番地16 真栄田　篤彦 ○ 2019年03月18日 2024年03月17日

047 沖縄県 1360005002830 ○
特定非営利活動法人アメラジアンスクール・
イン・オキナワ

宜野湾市志真志1丁目15番22号 島袋　典子 ○ 2021年12月14日 2026年12月13日

047 沖縄県 1360005006377 ○ 特定非営利活動法人よみたん自然学校
中頭郡読谷村字高志保1020番地　体験王国
むら咲むら内

小倉　宏樹 ○ 2022年12月19日 2027年12月18日

047 沖縄県 5360005002406 ○ 特定非営利活動法人美ら海振興会 豊見城市字豊見城１０１０－１４ 松井　諭 2013年03月11日 2016年03月10日

101 札幌市 8430005005084 ○
特定非営利活動法人北海道市民環境ネット
ワーク

札幌市中央区南９条西３丁目２-５南九条ビ
ル６０３

金子　正美 ○ 2012年06月01日 2017年05月31日
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101 札幌市 3430005004215 ○
特定非営利活動法人チャイルドラインほっか
いどう

札幌市中央区南１条西１１丁目１番　みたか
南一ビル

川口谷　正 ○ 2013年01月21日 2028年01月20日

101 札幌市 1430005004092 ○ 特定非営利活動法人陽だまり 札幌市白石区菊水９条３丁目４番１３号 武藤　光惠 ○ 2013年03月11日 2018年03月10日

101 札幌市 6430005010425 ○ ○
特定非営利活動法人ランナーズサポート北
海道

札幌市中央区大通西３丁目６番地 生島　典明 ○ 2013年07月05日 2023年07月04日

101 札幌市 7430005004070 ○
特定非営利活動法人カラカネイトトンボを守
る会あいあい自然ネットワーク

札幌市北区あいの里３条７丁目１５番１０号 綿路　昌史 ○ 2013年09月09日 2023年09月08日

101 札幌市 8430005005357 ○ 特定非営利活動法人ふまねっと 札幌市白石区栄通１９丁目２－７ 北澤　一利 ○ 2013年11月20日 2023年11月19日 2013年01月23日 2013年11月19日

101 札幌市 4430005003868 ○
特定非営利活動法人北海道自由が丘学園・
ともに人間教育をすすめる会

札幌市豊平区月寒東１条１５丁目５-１１　自
由が丘月寒センター

吉野　正敏 ○ 2013年11月26日 2023年11月25日

101 札幌市 7430005003386 ○
特定非営利活動法人北海道移植医療推進
協議会

札幌市中央区南１条西１６丁目１番２４６号Ａ
ＮＮＥＸレーベンビル内

横内　龍三 ○ 2013年12月19日 2017年03月31日

101 札幌市 1430005003367 ○ 特定非営利活動法人葬送を考える市民の会
札幌市中央区南２条西１丁目１－２　２１きの
したビル９階

澤　知里 ○ 2014年06月24日 2024年06月23日

101 札幌市 4430005003463 ○ 特定非営利活動法人シーズネット
札幌市北区北１０条西４丁目１番地　ＳＣビル
２Ｆ

奥田　龍人 ○ 札幌市 2015年01月29日 2025年01月28日

101 札幌市 9430005004903 ○
特定非営利活動法人皮膚病理発展推進機
構

札幌市北区北１８条西３丁目２番２１号 安齋　眞一 ○ 2015年07月15日 2018年03月31日

101 札幌市 8430005005233 ○
特定非営利活動法人北海道障がい者乗馬セ
ンター

札幌市中央区盤渓２５６番地２ 今木　康彦 ○ 札幌市 2015年11月06日 2020年11月05日 2013年01月23日 2015年11月05日

101 札幌市 4430005003109 ○
認定特定非営利活動法人北海道バーバリア
ンズラグビーアンドスポーツクラブ

札幌市中央区北１０条西２４丁目３番地ＡＫＫ
ビル１階

上坂　弘文 ○ 2016年03月14日 2026年03月13日

101 札幌市 8430005003971 ○ 特定非営利活動法人サッポロＱＭＳ
札幌市白石区東札幌２条５丁目１番２５号　リ
サーチビル内

渡辺　亮 ○ 2016年04月12日 2026年04月11日 2013年04月19日 2016年04月14日

101 札幌市 8430005004499 ○
特定非営利活動法人カルチャーナイト北海
道

札幌市中央区北４条西７丁目５番地　緑苑第
２ビル７０７号室

山本　強 ○ 2016年05月16日 2026年05月15日

101 札幌市 7430005003709 ○ 特定非営利活動法人北海道ＮＰＯファンド
札幌市中央区南８条西２丁目５番７４　市民
活動プラザ星園２０１号室

今野　佑一郎 ○ 2016年05月18日 2026年05月17日

101 札幌市 7430005005201 ○ ○
特定非営利活動法人消費者支援ネット北海
道

札幌市中央区北４条西１２丁目１番５５ 松久　三四彦 ○ 2016年08月25日 2026年08月24日

101 札幌市 5430005012281 ○ 特定非営利活動法人ポロクル 札幌市中央区北１条西１丁目６番地 萩原　亨 ○ 2016年09月16日 2026年09月15日

101 札幌市 1430005010603 ○
特定非営利活動法人札幌せき・ぜんそく・ア
レルギーセンター

札幌市中央区南４条西１５丁目１番３２号 田中　裕士 ○ 2017年02月02日 2022年02月01日 2013年12月12日 2016年12月11日

101 札幌市 3430005011087 ○ 特定非営利活動法人ゆいネット北海道 札幌市中央区南3条西10丁目1002番-4号 須田　布美子 ○ 2017年10月20日 2022年10月19日 2016年09月29日 2017年10月19日

101 札幌市 5430005011861 ○ 特定非営利活動法人Ｋａｃｏｔａｍ
札幌市中央区北５条西１７丁目４－８ノース
ファインＮ５　７０１号室

髙橋　勇造 ○ 2019年04月16日 2024年04月15日

101 札幌市 2430005011807 ○
特定非営利活動法人働く人びとのいのちと
健康をまもる北海道センター

札幌市白石区菊水３条３丁目２番４０号 細川　誉至雄 ○ 札幌市 2020年02月07日 2025年02月06日

101 札幌市 4430005013594 ○
特定非営利活動法人北海道シマフクロウの
会

札幌市中央区大通西３丁目１１番地 村田　正敏 ○ 2020年08月24日 2025年08月23日

101 札幌市 3430005013736 ○
特定非営利活動法人ほっかいどう学推進
フォーラム

札幌市北区北１１条西２丁目２番１７号セント
ラル札幌北ビル４階一般社団法人北海道開
発技術センタ 内

新保　哲夫 ○ 2022年02月21日 2027年02月20日

101 札幌市 3430005003282 ○
特定非営利活動法人太陽グループボラン
ティアチーム

札幌市中央区南１条西４丁目４-１　太陽ビル
８F

東原　俊郎 ○ 2023年03月29日 2028年03月28日

101 札幌市 9430005003855 ○ 特定非営利活動法人コンカリーニョ
札幌市西区八軒１条西１丁目２番１０号ザ・タ
ワープレイス１Ｆ

齋藤　千鶴 2014年03月24日 2017年03月23日

101 札幌市 9430005003748 ○
特定非営利活動法人わが村は美しく－北海
道ネットワーク

札幌市北区北７条西６丁目２－５NDビル 中井　和子 2015年03月27日 2018年03月26日

101 札幌市 3430005005312 ○ 特定非営利活動法人北海道歩くスキー協会
札幌市中央区南８条西２丁目５－７４　市民
活動プラザ星園４０５号室

濵島　泉 2015年07月27日 2018年07月26日

102 仙台市 5370005002033 ○
特定非営利活動法人スペシャルオリンピック
ス日本・宮城

仙台市青葉区本町三丁目5番22号 宮城県管
工事会館　9階

後藤　完也 ○ 2013年03月25日 2028年03月24日

102 仙台市 4370005002034 ○ 特定非営利活動法人杜の伝言板ゆるる
仙台市宮城野区榴岡三丁目11番6号 コーポ
ラス島田　B-6

石田　祐 ○ 2014年01月22日 2024年01月21日

102 仙台市 8370005002286 ○
特定非営利活動法人ばざーる太白社会事業
センター

仙台市宮城野区榴岡1丁目7番15号 サニー
ビル1002号

斎藤　茂 ○ 2014年01月23日 2024年01月22日

102 仙台市 8370005003326 ○ 特定非営利活動法人JETO（ジェット）みやぎ 仙台市宮城野区日の出町二丁目5番4号 菅原　裕典 ○ 2014年08月26日 2024年08月25日

102 仙台市 9370005001799 ○ 特定非営利活動法人グループゆう 仙台市泉区南中山2-12-3 中村　祥子 ○ 2014年12月22日 2024年12月21日

102 仙台市 6370005002288 ○
特定非営利活動法人冒険あそび場-せんだ
い・みやぎネットワーク

仙台市青葉区国分町三丁目8番17号 日東ハ
イツ405号室

佐藤　慎也 ○ 2014年12月25日 2024年12月24日

102 仙台市 1370005002549 ○
特定非営利活動法人みやぎ発達障害サポー
トネット

仙台市青葉区旭ヶ丘三丁目20-16 相馬　潤子 ○ 2015年03月26日 2025年03月25日

102 仙台市 1370005001724 ○
特定非営利活動法人宮城・災害救援ボラン
ティアセンター

仙台市若林区卸町五丁目3-6 佐藤　年男 2015年05月21日 2020年05月20日

102 仙台市 8370005001742 ○ 特定非営利活動法人　あかねグループ 仙台市若林区遠見塚一丁目5番35号 清水　福子 ○ 2016年02月03日 2026年02月02日 2014年08月26日 2016年02月02日

102 仙台市 6370005003138 ○ 特定非営利活動法人Switch 仙台市宮城野区榴岡一丁目6番3号-602
今野　純太郎，

小野　彩香
○ 2016年02月04日 2026年02月03日 2013年03月27日 2016年02月03日

102 仙台市 9370005003523 ○ 特定非営利活動法人　子どもの村東北 仙台市太白区茂庭台2丁目16-9-1 須佐　尚康 ○ 2017年02月17日 2027年02月16日

102 仙台市 5370005002297 ○
特定非営利活動法人アフタースクールぱる
け

仙台市青葉区中山4丁目1-32 谷津　尚美 ○ 2017年03月10日 2027年03月09日

102 仙台市 5370005001786 ○ 特定非営利活動法人　麦の会 仙台市宮城野区松岡町17-1 飯嶋　茂 ○ 2018年02月01日 2028年01月31日 2015年03月30日 2018年01月31日

102 仙台市 7370005002956 ○ 特定非営利活動法人ハーベスト
仙台市青葉区本町2丁目10-33 第二日本オ
フィスビル8階

山﨑　賢治 ○ 2018年08月15日 2023年08月14日 2015年08月20日 2018年08月14日

102 仙台市 6370005003022 ○ 特定非営利活動法人仙台シニアネットクラブ 仙台市青葉区春日町6-1 白鳥ビル213号室 西本　正文 ○ 2018年09月14日 2023年09月13日 2015年09月17日 2018年09月13日

102 仙台市 1370005003910 ○
特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほ
く

仙台市青葉区柏木一丁目2-40 ブライトシティ
柏木702号室

吉岡　和弘 ○ 2019年08月01日 2024年07月31日

102 仙台市 5370005009094 ○ 特定非営利活動法人日本病巣疾患研究会 仙台市若林区六丁の目南町2番39号 堀田　修 ○ 2019年09月02日 2024年09月01日

102 仙台市 2370005001987 ○ 特定非営利活動法人ミューズの夢 仙台市青葉区春日町7-19-6階 八木　篤子 ○ 2019年12月13日 2024年12月12日 2015年10月21日 2018年10月20日

102 仙台市 4370005009137 ○
特定非営利活動法人つながりデザインセン
ター

仙台市宮城野区原町五丁目5番35号 熊谷ビ
ル205

薄田　榮一 ○ 2020年07月16日 2025年07月15日

102 仙台市 7370005008986 ○ 特定非営利活動法人STORIA 仙台市青葉区春日町9-15-505 佐々木　綾子 ○ 2022年02月14日 2027年02月13日

102 仙台市 7370005002287 ○ 特定非営利活動法人　あいの実
乾　祐子（清算

人）
2015年09月09日 2018年09月08日

103 さいたま市 1030005002104 ○ 特定非営利活動法人みんなの夢の音楽隊 さいたま市桜区白鍬２０２番地１９号 今川　夏如 ○ 2012年11月16日 2027年11月15日

103 さいたま市 5030005001928 ○ 特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉
さいたま市浦和区北浦和５丁目６番５号　埼
玉県浦和合同庁舎３階

星野　弘志 ○ 埼玉県 2013年04月01日 2028年03月31日

103 さいたま市 2030005001740 ○
特定非営利活動法人国際協力ＮＧＯ・ＩＶ－Ｊ
ＡＰＡＮ

さいたま市大宮区三橋２－５４５－２　シティヒ
ルズ１０１

冨永　幸子 ○ 埼玉県 2013年04月01日 2028年03月31日

103 さいたま市 6030005001984 ○ 特定非営利活動法人ハンズオン埼玉
さいたま市南区鹿手袋7-3-2　ヘルシーカフェ
のら気付

田中　虎男 2013年12月01日 2018年11月30日

103 さいたま市 9030005001437 ○ 特定非営利活動法人さいたまユネスコ協会 さいたま市大宮区高鼻町２丁目３２０番の７０ 本多　隆 ○ 2014年04月01日 2024年03月31日

103 さいたま市 8030005001768 ○ 特定非営利活動法人再生舎 さいたま市南区曲本３丁目５番２２号 臼井　健介 ○ 2015年01月01日 2024年12月31日 2013年03月01日 2014年12月31日

103 さいたま市 9030005001602 ○ 特定非営利活動法人水のフォルム さいたま市浦和区常盤４丁目６番１２号７０１ 藤原　悌子 ○ 2015年06月01日 2025年05月31日

103 さいたま市 8030005001322 ○ 特定非営利活動法人ケア・ハンズ
さいたま市浦和区元町２丁目５番１号アーバ
ン元町１０２室

大麻　みゆき 2015年11月01日 2020年10月31日 2012年11月01日 2015年10月31日

103 さいたま市 3030005012002 ○ 特定非営利活動法人ＳＢ．Ｈｅａｒｔ　Ｓｔａｔｉｏｎ さいたま市岩槻区裏慈恩寺２３０番地４ 小川　喜功 ○ 2016年11月01日 2026年10月31日 2013年12月01日 2016年10月31日

103 さいたま市 1030005003300 ○
特定非営利活動法人市民後見センターさい
たま

さいたま市浦和区上木崎１丁目１番７－２１０
号

森戸　伸行 ○ 2018年02月01日 2028年01月31日 2015年10月01日 2018年01月31日

103 さいたま市 3030005014485 ○
特定非営利活動法人Ｎｏｒｔｈ　Ｅａｓｔ　Ｊａｐａｎ　
Ｓｔｕｄｙ　Ｇｒouｐ

さいたま市大宮区吉敷町１丁目１３３番地１ 
ワンライトビル２階

小林　国彦 ○ 2018年08月01日 2023年07月31日

104 千葉市 4040005002125 ○ ＮＰＯ法人成年後見なのはな 千葉市中央区中央3丁目9番13号 土井　雅生 ○ 2013年10月24日 2023年10月23日

104 千葉市 8040005005982 ○
特定非営利活動法人ミルフィーユ小児がんフ
ロンティアーズ（通称：ＭＣＣＦ）

千葉市美浜区真砂2丁目15番2棟124号 中島　弥生 ○ 2014年07月23日 2024年07月22日

104 千葉市 3040005001846 ○
特定非営利活動法人ＤＶ被害者支援活動促
進のための基金

千葉市中央区中央3丁目17番地2ライオンビ
ル302

渥美　雅子 ○ 2014年07月23日 2024年07月22日

104 千葉市 1040005001781 ○ 特定非営利活動法人ひだまり 千葉市稲毛区長沼町32番地 平井　紳一 ○ 2015年03月31日 2025年03月30日

104 千葉市 8040005002625 ○
特定非営利活動法人千葉県就労支援事業
者機構

千葉市中央区新宿１丁目５番８号中村会計ビ
ル４階

渡邉　勝彦 ○ 2015年07月15日 2025年07月14日

104 千葉市 8040005001610 ○
特定非営利活動法人ちば市民活動・市民事
業サポートクラブ（通称：ＮＰＯクラブ）

千葉市美浜区真砂5丁目21番12号 牧野　昌子 ○ 2017年02月22日 2027年02月21日

104 千葉市 8040005002360 ○
特定非営利活動法人コミュニティケア街ねっ
と

千葉市稲毛区園生町1107番7 岩上　章子 ○ 2017年03月13日 2027年03月12日

104 千葉市 2040005018354 ○ 特定非営利活動法人まちづくりスポット稲毛 千葉市稲毛区長沼原町７３１番地１７ 宮川　聖 ○ 2018年11月15日 2023年11月14日

104 千葉市 4040005018740 ○ 特定非営利活動法人ちばこどもおうえんだん 千葉市稲毛区園生町1107-7 湯浅　美和子 ○ 2020年01月31日 2025年01月30日

104 千葉市 3040005018824 ○ 特定非営利活動法人緑の環・協議会 千葉市緑区あすみが丘２丁目３８番地１５ 金井　章男 ○ 2021年02月10日 2026年02月09日

105 横浜市 3020005005650 ○
特定非営利活動法人　かながわ福祉移動
サービスネットワーク

横浜市港北区錦が丘15-11セントラルコート
菊名D12

清水　弘子 ○ 神奈川県 2013年02月01日 2028年01月31日

105 横浜市 1020005005306 ○ ○
特定非営利活動法人　移動サービスアクセ
ス

横浜市青葉区荏田北３-11-24 石山　典代 ○ 神奈川県 2013年02月01日 2023年01月31日

105 横浜市 3020005005650 ○
特定非営利活動法人　かながわ福祉移動
サービスネットワーク

横浜市港北区錦が丘15-11セントラルコート
菊名D12

清水　弘子 ○ 神奈川県 2013年02月01日 2028年01月31日
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105 横浜市 1020005002633 ○ 特定非営利活動法人　コロンブスアカデミー 横浜市磯子区東町９番９号 渡辺　克美 ○ 神奈川県 2013年03月01日 2028年02月29日

105 横浜市 8020005006727 ○ ○
特定非営利活動法人　ホタルのふるさと瀬上
沢基金

横浜市港南区港南台九丁目３０番３１号 角田　東一 ○ 神奈川県 2013年03月01日 2023年02月28日

105 横浜市 3020005004165 ○ ○ 特定非営利活動法人  地球学校
横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目２番１号地球市
民かながわプラザＮＰＯなどのための事務室
内

丸山　伊津紀 ○ 神奈川県 2013年03月15日 2023年03月14日

105 横浜市 7020005004491 ○ 特定非営利活動法人  あっとほーむ 横浜市都筑区牛久保西三丁目２番７号 小栗　昭子 ○ 神奈川県 2013年04月01日 2028年03月31日

105 横浜市 5020005004915 ○ ○
特定非営利活動法人　ＡＩＤＳネットワーク横
浜

横浜市中区尾上町３丁目３９番尾上町ビル９
階　横浜ＡＩＤＳ市民活動センター内

笹田　克子 ○ 2013年04月01日 2023年03月31日

105 横浜市 7020005006934 ○
特定非営利活動法人　黄金町エリアマネジメ
ントセンター

横浜市中区黄金町一丁目４番地先 竹内　一夫 ○ 神奈川県 2013年07月01日 2023年06月30日 2012年11月16日 2013年06月30日

105 横浜市 3020005004280 ○ ○ 特定非営利活動法人　ＷＥ２１ジャパン・旭 横浜市旭区中希望が丘１０１－２１ 成瀬　悦子 ○ 神奈川県 2013年08月01日 2023年07月31日

105 横浜市 9020005003946 ○
特定非営利活動法人  ＷＥ２１ジャパンいず
み

横浜市泉区中田東三丁目１６番４号 渡邊　陽子 ○ 神奈川県 2013年08月01日 2023年07月31日

105 横浜市 3020005005460 ○ 特定非営利活動法人　ろばと野草の会
横浜市中区松影町３丁目１１番地２　三和物
産ビル３Ｆ

瀬戸　英治 ○ 横浜市 2013年08月20日 2018年08月19日

105 横浜市 4020005005360 ○ 特定非営利活動法人　つづき区民交流協会 横浜市都筑区茅ケ崎中央２９番５号 萩野　幸男 ○ 2013年12月11日 2023年12月10日 2013年02月01日 2013年12月10日

105 横浜市 8020005004425 ○ 特定非営利活動法人  横浜マック 横浜市旭区本宿町９１番地６ 宮永　耕 ○ 2014年02月01日 2024年01月31日

105 横浜市 7020005004913 ○ 特定非営利活動法人　ＷＥ２１ジャパン都筑 横浜市都筑区茅ヶ崎中央３０番１４号 長谷川　陽子 ○ 神奈川県 2014年02月01日 2024年01月31日

105 横浜市 1020005005132 ○
特定非営利活動法人　エンパワメントかなが
わ

横浜市神奈川区台町11－26　ライオンズマン
ション台町103

阿部　真紀 ○ 神奈川県 2014年02月10日 2024年02月09日

105 横浜市 2020005004018 ○
特定非営利活動法人  ＷＥ２１ジャパン・ほど
がや

横浜市保土ケ谷区川辺町２番地２　パイロッ
トハウス１０３

黒木　宏子 ○ 神奈川県 2014年03月01日 2024年02月29日

105 横浜市 9020005004597 ○
特定非営利活動法人  神奈川子ども未来ファ
ンド

横浜市中区新港２丁目２番１号横浜ワールド
ポーターズ６階ＮＰＯスクエア

坂井　雅幸 ○ 2014年04月01日 2024年03月31日

105 横浜市 6020005004427 ○
特定非営利活動法人  神奈川被害者支援セ
ンター

横浜市神奈川区鶴屋町二丁目24番地の２ 村尾　泰弘 ○ 2014年07月01日 2024年06月30日

105 横浜市 3020005005543 ○ 特定非営利活動法人ワンデーポート 横浜市瀬谷区相沢四丁目10番地１ 稲村　厚 ○ 2014年07月10日 2024年07月09日

105 横浜市 3020005004776 ○
特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティ
ブまいそる

横浜市戸塚区上柏尾町２４４番地 伊東　節子 ○ 神奈川県 2014年08月25日 2024年08月24日

105 横浜市 6020005004179 ○
特定非営利活動法人　国際連合世界食糧計
画ＷＦＰ協会

横浜市西区みなとみらい一丁目１番１号ＷＦ
Ｐ日本事務所内

安藤　宏基 ○ 2014年09月01日 2024年08月31日

105 横浜市 9020005006123 ○ 特定非営利活動法人　木々の会
横浜市旭区鶴ヶ峰二丁目９番９号第２大幸ビ
ル３０１

吉田　和子 ○ 神奈川県 2014年11月25日 2024年11月24日

105 横浜市 3020005005758 ○
特定非営利活動法人　地球市民ＡＣＴかなが
わ

横浜市中区本牧原３番１－２０３号 近田　真知子 ○ 2014年12月24日 2019年12月23日

105 横浜市 3020005005733 ○ 特定非営利活動法人　市民の会　寿アルク
横浜市中区松影町３丁目１１番地２　三和物
産松影町ビル

三浦　保之 ○ 2014年12月24日 2024年12月23日

105 横浜市 7020005005127 ○ 特定非営利活動法人　国連ウィメン日本協会 横浜市戸塚区上倉田町435番地１ 橋本　ヒロ子 ○ 2015年01月29日 2025年01月28日

105 横浜市 5020005009105 ○ 特定非営利活動法人　神奈川海難救助隊
横浜市中区日本大通14番地ＫＮ日本大通ビ
ル４Ｆ

信田　清治 ○ 2015年03月01日 2025年02月28日

105 横浜市 8020005004994 ○
特定非営利活動法人　ＷＥ２１ジャパンこうほ
く

横浜市港北区日吉二丁目12番７号 長久保　幹子 ○ 神奈川県 2015年03月06日 2025年03月05日

105 横浜市 5020005004048 ○
特定非営利活動法人  ＷＥ２１ジャパンとつ
か

横浜市戸塚区矢部町２９１番地 吉野　温子 ○ 神奈川県 2015年03月19日 2025年03月18日

105 横浜市 1020005005215 ○
特定非営利活動法人　横浜移動サービス協
議会

横浜市中区真砂町３-33セルテ11Ｆよこはま
市民共同オフィス内

服部　一弘 ○ 神奈川県 2015年03月24日 2025年03月23日

105 横浜市 9020005004390 ○
特定非営利活動法人  多言語社会リソース
かながわ

横浜市神奈川区金港町７番地６港湾労働者
福祉センター内

松野　勝民 ○ 2015年04月01日 2025年03月31日

105 横浜市 4020005002647 ○ 特定非営利活動法人　地球の木 横浜市中区不老町一丁目３番３号 磯野　昌子 ○ 2015年07月16日 2025年07月15日

105 横浜市 2020005003944 ○ 特定非営利活動法人　ＷＥ２１ジャパン
横浜市保土ケ谷区天王町１丁目１－１天王町
ファーストビル202

海田　祐子 ○ 2015年07月16日 2025年07月15日

105 横浜市 8020005010051 ○ 特定非営利活動法人　舞岡・やとひと未来 横浜市戸塚区南舞岡四丁目38番13号 草間　敏保 ○ 2015年09月01日 2025年08月31日

105 横浜市 4020005006499 ○ 特定非営利活動法人　ＤＮＡ鑑定学会
横浜市神奈川区金港町５番地３２　ベイフロ
ント横浜

五條堀　孝 ○ 2015年11月01日 2025年10月31日

105 横浜市 1020005004308 ○
特定非営利活動法人　おもしろ科学たんけん
工房

横浜市磯子区中原四丁目1番30号 安田　光一 ○ 2015年12月01日 2025年11月30日 2013年05月20日 2015年11月30日

105 横浜市 2020005009941 ○
特定非営利活動法人　よこはま成年後見つ
ばさ

横浜市保土ケ谷区釜台町５番５号ルネ上星
川５－202

渡邉　修一 ○ 2015年12月01日 2025年11月30日

105 横浜市 6020005004195 ○
特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティ
ブ樹

横浜市金沢区富岡東一丁目１０番１２号 關　富美子 ○ 神奈川県 2015年12月01日 2025年11月30日

105 横浜市 9020005004135 ○ 特定非営利活動法人  だんだんの樹 横浜市泉区領家二丁目６番地の１ 服部　惠津子 ○ 神奈川県 2016年01月15日 2026年01月14日

105 横浜市 2020005003952 ○
特定非営利活動法人  ＷＥ２１ジャパンかな
がわ

横浜市神奈川区西神奈川3丁目16番1号 執行　節子 ○ 神奈川県 2016年01月15日 2026年01月14日

105 横浜市 8020005006925 ○ 認定NPO法人若葉台 横浜市旭区若葉台二丁目９番８０４号 白岩　正明 ○ 2016年03月01日 2026年02月28日 2015年04月01日 2016年02月29日

105 横浜市 9020005006081 ○ 特定非営利活動法人　子どもセンターてんぽ
横浜市港北区新横浜三丁目18番３号新横浜
法律事務所内

影山　秀人 ○ 2016年03月01日 2026年02月28日

105 横浜市 2020005010321 ○ 特定非営利活動法人ＳＨＩＰ
横浜市神奈川区台町７番地２ハイツ横浜713
号室

星野　国夫 ○ 神奈川県 2016年03月01日 2026年02月28日

105 横浜市 7020005004806 ○
特定非営利活動法人　スペシャルオリンピッ
クス日本・神奈川

横浜市中区常盤町一丁目７番地　横浜ＹＭＣ
Ａ９階

剱持　睦子 ○ 2016年04月16日 2026年04月15日

105 横浜市 9020005011197 ○ ＮＰＯ法人あっちこっち
横浜市中区西竹之丸61番地５第二ヤマサ
コーポＢ－２号室

厚地　美香子 ○ 2016年06月01日 2026年05月31日

105 横浜市 1020005005520 ○ 特定非営利活動法人　スマイルオブキッズ 横浜市南区六ツ川４丁目１１２４番地２ 松尾　忠雄 ○ 2016年07月01日 2026年06月30日

105 横浜市 9020005011247 ○ ＮＰＯ法人　かながわ３１１ネットワーク
横浜市神奈川区大口仲町１９４番地９横浜妙
蓮寺シティハウス１０７号

伊藤　朋子 ○ 神奈川県 2016年08月01日 2026年07月31日

105 横浜市 3020005005320 ○ 特定非営利活動法人　ムーミンの会 横浜市西区浜松町10番10号なかまの杜 中川　節男 ○ 2017年01月05日 2027年01月04日

105 横浜市 3020005005089 ○ 特定非営利活動法人　ＳＴスポット横浜
横浜市西区北幸一丁目１１番１５号　横浜ＳＴ
ビル地下１階

小川　智紀 ○ 横浜市 2017年04月01日 2027年03月31日

105 横浜市 9020005004572 ○ 特定非営利活動法人　市民セクターよこはま
横浜市中区弁天通六丁目81番コーケンキャ
ピタルビル2階C号室

中野　しずよ ○ 神奈川県 2017年04月01日 2027年03月31日

105 横浜市 7020005003948 ○
特定非営利活動法人  ＷＥ２１ジャパンいそ
ご

横浜市磯子区森二丁目１番１０号 長濵　惠美子 ○ 神奈川県 2017年05月01日 2027年04月30日

105 横浜市 2020005009149 ○
特定非営利活動法人　神奈川県就労支援事
業者機構

横浜市中区元浜町三丁目21番地２　ヘリオス
関内ビル105

齋藤　文夫 ○ 2017年10月01日 2027年09月30日

105 横浜市 6020005004468 ○ 特定非営利活動法人  さくらんぼ
横浜市瀬谷区三ツ境17番地1日栄食品（株）
三ツ境ビル

宮本　早苗 ○ 横浜市 2018年04月01日 2023年03月31日

105 横浜市 8020005004499 ○ ○ 特定非営利活動法人  ＡＲＣＳＨＩＰ 横浜市中区常盤町一丁目１番地宮下ビル４Ｆ 長谷川　篤司 ○ 神奈川県 2018年04月01日 2023年03月31日

105 横浜市 6020005009624 ○ 特定非営利活動法人　和有会
横浜市緑区寺山町１０７番地７ハルオ中山ビ
ル１０２

小路　幸太郎 ○ 神奈川県 2018年08月16日 2023年08月15日 2015年08月20日 2018年08月15日

105 横浜市 3020005005403 ○
特定非営利活動法人　こらぼネット・かなが
わ

横浜市神奈川区栄町５－１ 佐藤　潮 ○ 横浜市 2018年08月20日 2023年08月19日

105 横浜市 7020005003849 ○ 特定非営利活動法人　びーのびーの 横浜市港北区篠原北一丁目２番１８号 奥山　千鶴子 ○ 横浜市 2018年12月17日 2023年12月16日

105 横浜市 9020005009704 ○
ＮＰＯ法人　多文化共生教育ネットワークか
ながわ

横浜市栄区小菅ケ谷１丁目２番１号　地球市
民かながわプラザＮＰＯなどのための事務室
内

武　一美 ○ 神奈川県 2019年03月01日 2024年02月29日

105 横浜市 1020005004209 ○
特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティ
ブオリーブ

横浜市金沢区柳町3番地16 荻野　慶子 ○ 神奈川県 2019年04月01日 2024年03月31日

105 横浜市 6020005010887 ○ 特定非営利活動法人  こまちぷらす 横浜市戸塚区戸塚町145-６　奈良ビル２Ｆ 森　祐美子 ○ 横浜市 2019年06月20日 2024年06月19日

105 横浜市 3020005004859 ○
特定非営利活動法人　よこはまチャイルドラ
イン

横浜市保土ケ谷区川辺町５－１０横浜市西部
児童相談所複合棟５階

德丸　のり子 ○ 2019年08月21日 2024年08月20日

105 横浜市 9020005004143 ○
特定非営利活動法人  横浜メンタルサービス
ネットワーク

横浜市港南区笹下１丁目７番６号
谷　弘美（職業
上の氏名：鈴木　

弘美）
○ 神奈川県 2019年11月20日 2024年11月19日

105 横浜市 6020005006621 ○ ＮＰＯ法人　ミニシティ・プラス
横浜市都筑区中川一丁目十七番二十二ガー
デンプラザ宮台四○二

藤岡　律江 ○ 神奈川県 2019年12月24日 2024年12月23日

105 横浜市 1020005013052 ○ 特定非営利活動法人横浜日独協会
横浜市栄区小菅ケ谷一丁目２番１号地球市
民かながわプラザNPOなどのための事務室
内

成川　哲夫 ○ 神奈川県 2020年07月01日 2025年06月30日

105 横浜市 3020005013249 ○
特定非営利活動法人横浜こどもホスピスプロ
ジェクト

横浜市金沢区六浦東一丁目49番５号 田川　尚登 ○ 2020年12月09日 2025年12月08日

105 横浜市 4020005004916 ○
特定非営利活動法人　こころの健康を考える
かるがも会

横浜市港南区港南台九丁目28番３号 岩嵜　恵一郎 ○ 神奈川県 2021年03月31日 2026年03月30日

105 横浜市 2020005011864 ○
特定非営利活動法人　ミタイ・ミタクニャイ子
ども基金

横浜市都筑区東山田四丁目15番１号 藤掛　洋子 ○ 2021年08月16日 2026年08月15日

105 横浜市 2020005011451 ○ 特定非営利活動法人　スローレーベル 横浜市南区吉野町2-4　国際吉野町ビル402 栗栖　良依 ○ 神奈川県 2021年09月21日 2026年09月20日

105 横浜市 4020005011103 ○
特定非営利活動法人　神奈川県転倒予防医
学研究会

横浜市青葉区美しが丘二丁目15番地２　黒
沼ビル306

朝香　好平 ○ 2021年10月04日 2026年10月03日

105 横浜市 8020005005530 ○
特定非営利活動法人　いっぱい障がい者地
域生活サポート会

横浜市旭区中沢二丁目３８番６号 瀬﨑　忠雄 ○ 2022年02月24日 2027年02月23日

105 横浜市 1020005005925 ○ 特定非営利活動法人　アイ・アム 横浜市磯子区汐見台２丁目３番３号 小俣　典之 ○ 横浜市 2022年04月19日 2027年04月18日

105 横浜市 8020005014093 ○ ＮＰＯ法人つなぐ
横浜市鶴見区鶴見中央三丁目21番９号東建
シティハイツ鶴見中央202

西田　ちゆき ○ 2023年01月06日 2028年01月05日

105 横浜市 9020005005967 ○ 特定非営利活動法人　さざなみ会 横浜市磯子区森六丁目１番１０号 小堀　真吾 ○ 横浜市 2023年03月31日 2028年03月30日

105 横浜市 6020005003858 ○ 特定非営利活動法人　守の会
横浜市金沢区寺前１－８－６　ライオンズマン
ション金沢文庫第２－１０２

森田　竜一郎 2012年12月11日 2015年12月10日

105 横浜市 4020005006912 ○ ＮＰＯ法人　ＦＯＳＨ
横浜市中区新港二丁目２番１号　横浜ワール
ドポーターズ６階　ＮＰＯスクエア

森　弘宣 2013年06月01日 2016年05月31日
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105 横浜市 5020005014105 ○ ＮＰＯ法人子ども支援センターつなっぐ
横浜市中区本町五丁目49番地甲陽ビル６階
飛田桂法律事務所内

飛田　桂、田上　
幸治

2022年04月11日 2025年04月10日

106 川崎市 7020005008311 ○ 特定非営利活動法人　キーパーソン２１ 川崎市中原区新丸子東2丁目907番地-704 朝山  敦子 ○ 川崎市 2013年05月31日 2023年05月30日

106 川崎市 2020005008332 ○
特定非営利活動法人　ＷＥ２１ジャパン・たか
つ

川崎市高津区溝口３丁目１５番８号 水谷　晶子 ○ 神奈川県 2013年07月08日 2023年07月07日

106 川崎市 4020005008719 ○ 特定非営利活動法人　アクト川崎 川崎市宮前区神木本町一丁目１４番１２号 廣瀬　健二 ○ 神奈川県 2013年12月03日 2023年12月02日

106 川崎市 9020005008284 ○ 特定非営利活動法人  ぐらすかわさき 川崎市中原区新城５丁目２番１３号 小林　寛志 ○ 川崎市 2014年06月19日 2024年06月18日 2012年08月31日 2014年06月18日

106 川崎市 3020005008059 ○ 特定非営利活動法人　秋桜舎 川崎市多摩区三田２丁目５番地３ 渡辺　ひろみ ○ 川崎市 2014年06月25日 2024年06月24日

106 川崎市 3020005008884 ○
特定非営利活動法人　あさお市民活動サ
ポートセンター

川崎市麻生区上麻生１丁目１１番５号 中山　正夫 ○ 川崎市 2015年08月11日 2025年08月10日

106 川崎市 3020005008827 ○
特定非営利活動法人　かわさき市民アカデ
ミー

川崎市中原区今井南町２８番４１号 太田　猛彦 ○ 川崎市 2015年12月04日 2025年12月03日

106 川崎市 2020005008530 ○
特定非営利活動法人　教育活動総合サポー
トセンター

川崎市高津区下作延５丁目１１番８号 山田　雅太 ○ 2015年12月18日 2025年12月17日

106 川崎市 2020005008415 ○
特定非営利活動法人　フリースペースたまり
ば

川崎市高津区千年４３５番地１０ 西野　博之 ○ 2018年12月13日 2023年12月12日

106 川崎市 6020005009087 ○ 特定非営利活動法人　川崎市サッカー協会
川崎市中原区小杉町１丁目５２６番地２３　武
蔵小杉マンション１０４

平岡　茂 ○ 2019年06月13日 2024年06月12日

106 川崎市 3020005008711 ○
特定非営利活動法人　かわさき創造プロジェ
クト

川崎市多摩区中野島６丁目２９番１号　新多
摩川ハイム４号棟１０１

栗田　正道 ○ 川崎市 2020年06月23日 2025年06月22日

106 川崎市 2020005011427 ○ NPO法人　くるみ－来未 川崎市中原区上平間１２６４番地３ 太田　修嗣 ○ 川崎市 2021年06月23日 2026年06月22日 2019年02月01日 2021年06月22日

106 川崎市 ○ ＮＰＯ法人　すずの会 川崎市宮前区西野川１丁目１９番１４号 鈴木　惠子 ○ 2021年12月16日 2026年12月15日

106 川崎市 9020005008689 ○ 特定非営利活動法人　ＮＰＯレインボー 川崎市川崎区大師町６番７号 荻野　郁子 ○ 川崎市 2022年01月24日 2027年01月23日

107 相模原市 1021005002912 ○
特定非営利活動法人　相模原ボランティア協
会

相模原市中央区並木一丁目１１番１１号 髙橋　功 ○ 2013年05月17日 2023年05月16日

107 相模原市 6021005003220 ○ 特定非営利活動法人　らいぶらいぶ
相模原市南区相模大野三丁目１５番１６号エ
ヌ・ケービル６０２号室

谷畑　理恵 ○ 相模原市 2013年08月09日 2018年08月08日

107 相模原市 1021005002920 ○
特定非営利活動法人 男女共同参画さがみ
はら

相模原市緑区橋本六丁目２番１号 石井　トシ子 ○ 相模原市 2015年12月15日 2025年12月14日

107 相模原市 3021005002803 ○
特定非営利活動法人  ＷＥ２１ジャパン相模
原

相模原市南区若松４丁目１３番３号 三池　良子 ○ 神奈川県 2016年02月12日 2026年02月11日

107 相模原市 2021005002985 ○ 特定非営利活動法人　市民ファンドゆめの芽 相模原市中央区富士見六丁目６番１号 長谷川　太一 ○ 2016年03月01日 2026年02月28日

107 相模原市 7021005009027 ○
特定非営利活動法人　日本共創カウンセリン
グ協会

相模原市中央区淵野辺本町５丁目３７番１８
号

中野　晃男 ○ 相模原市 2016年05月26日 2017年08月19日

107 相模原市 8021005003235 ○ 特定非営利活動法人　福祉協会しろやま 相模原市緑区久保沢二丁目２５番２５号 尾形　元三 ○ 相模原市 2016年09月08日 2026年09月07日

107 相模原市 4021005003395 ○
特定非営利活動法人　神奈川県メンタルヘ
ルスサポート協会

相模原市南区相模大野５丁目２９番２３号 稲富　正治 ○ 相模原市 2017年07月18日 2027年07月17日 2014年03月06日 2017年03月05日

107 相模原市 3021005010178 ○ ＮＰＯ法人　環境防災技術研究所 相模原市緑区東橋本四丁目１４番２３号 齊藤　好晴 ○ 2019年08月30日 2024年08月29日

107 相模原市 6021005008938 ○ 特定非営利活動法人　Ｌｉｎｋ・マネジメント 相模原市中央区淵野辺四丁目４番２号 井戸　和宏 ○ 相模原市 2019年09月06日 2024年09月05日

107 相模原市 5021005002891 ○
特定非営利活動法人 ワーカーズ・コレクティ
ブわっか

相模原市中央区中央三丁目３番６号　アーバ
ン木下１０３

青木　美香 ○ 相模原市 2019年12月10日 2024年12月09日

107 相模原市 4021005002819 ○ 特定非営利活動法人　シニアネット相模原 相模原市南区当麻８６０番地７ 鮎川　宜正 ○ 相模原市 2019年12月10日 2024年12月09日

107 相模原市 3021005003314 ○
特定非営利活動法人　子ども・宇宙・未来の
会

相模原市緑区下九沢１５７６番地１１ 並木　道義 ○ 相模原市 2019年12月10日 2024年12月09日

107 相模原市 9021005010957 ○ ＮＰＯ法人　飢餓と飽食を考える会
相模原市緑区橋本六丁目４番１５号　Flos橋
本３０３号室

青木　一彦 ○ 2020年02月27日 2025年02月26日

108 新潟市 9110005002311 ○ 特定非営利活動法人森の会 新潟市北区樋ノ入字向沢430番地3 佐久間　將 ○ 2013年11月29日 2018年11月28日

108 新潟市 7110005002866 ○ ＮＰＯ法人にいがた・オーティズム 新潟市中央区山二ツ3丁目11番12号 角田　千里 ○ 2014年07月01日 2024年06月30日

108 新潟市 9110005001759 ○ 特定非営利活動法人新潟ＮＰＯ協会
新潟市中央区上所中2-2-2　新潟ユニゾンプ
ラザ1階

堀田　伸吾、関
口　和枝

○ 2015年02月13日 2025年02月12日 2013年04月24日 2015年02月12日

108 新潟市 1110005011105 ○
特定非営利活動法人ハートリンクワーキング
プロジェクト

新潟市中央区万代３丁目１番１号新潟日報
社本社ビル１階

石田　也寸志 ○ 2015年03月31日 2025年03月30日

108 新潟市 8110005001850 ○ 特定非営利活動法人新潟絵屋 新潟市中央区上大川前通10番町1864番地 大倉　宏 ○ 2015年12月09日 2025年12月08日

108 新潟市 8110005015545 ○
特定非営利活動法人スペシャルオリンピック
ス日本・新潟

新潟市西区坂井砂山4丁目22番19号 高井　盛雄 ○ 2019年01月17日 2024年01月16日

108 新潟市 3110005003141 ○ 特定非営利活動法人Az
新潟市江南区東船場1丁目3番2号（自立援
助ホーム内）

田村　千秋 ○ 2019年11月20日 2024年11月19日

108 新潟市 9110005001478 ○ 特定非営利活動法人渓流再生フォーラム 新潟市西区五十嵐中島２－２５－１７ 飯塚　友章 ○ 2019年11月28日 2024年11月27日

108 新潟市 5110005015762 ○ 特定非営利活動法人はっぴぃmama応援団 新潟市中央区神道寺１丁目５番４４号 松山　由美子 ○ 2020年10月01日 2025年09月30日 2017年10月30日 2020年09月30日

108 新潟市 6110005016231 ○
特定非営利活動法人新潟ユニバーサルス
ポーツ・文化推進協会

新潟市江南区亀田向陽3丁目3番9号 田中　明美 ○ 2021年02月25日 2026年02月24日

108 新潟市 8110005000877 ○ 特定非営利活動法人都市環境協会 新潟市中央区烏帽子町３１０９ 鈴木　英介 ○ 2021年10月14日 2026年10月13日

108 新潟市 5110005014979 ○ 特定非営利活動法人アジアクラフトリンク 新潟市中央区女池北１丁目５番１１号 斎藤　秀一 2016年03月04日 2019年03月03日

109 静岡市 1080005004087 ○ 特定非営利活動法人ヤングカレッジ 静岡市清水区 佐々木　美穂 ○ 2014年01月23日 2024年01月22日

109 静岡市 1080005002017 ○
特定非営利活動法人静岡犯罪被害者支援
センター

静岡市葵区両替町１丁目４番地15 白井　孝一 ○ 2014年09月24日 2024年09月23日 2013年07月09日 2014年09月23日

109 静岡市 2080005003154 ○
特定非営利活動法人精神障害者生活支援よ
もぎ会

静岡市清水区辻5-3-23 稲垣　譲 ○ 2014年10月09日 2024年10月08日

109 静岡市 4080005006618 ○ 特定非営利活動法人丸子まちづくり協議会 静岡市駿河区丸子３丁目１２番５２号 近藤　武 ○ 2015年12月22日 2025年12月21日

109 静岡市 7080005001558 ○
特定非営利活動法人しずおか環境教育研究
会

静岡市駿河区谷田１１７０－２ 山本　由加 ○ 2016年11月01日 2026年10月31日 2014年05月16日 2016年10月31日

109 静岡市 4080005001552 ○ 認定NPO法人活き生きネットワーク 静岡市葵区安東１丁目２３番１２号 杉本　彰子 ○ 2016年12月09日 2026年12月08日

109 静岡市 9080005006349 ○
認定特定非営利活動法人静岡県ライフセー
ビング協会

静岡市 文珠寺　裕之 ○ 2017年01月12日 2027年01月11日

109 静岡市 7080005006714 ○ 特定非営利活動法人フードバンクふじのくに 静岡市 日詰　一幸 ○ 2017年03月24日 2027年03月23日

109 静岡市 2080005006594 ○ 認定特定非営利活動法人カレーズの会
静岡市葵区駿府町１番70号　静岡県総合社
会福祉会館２階　静岡県ボランティア協会内

レシャード　カ
レッド

○ 2017年10月12日 2027年10月11日

109 静岡市 2080005006173 ○ 特定非営利活動法人静岡市障害者協会 静岡市 牧野　善浴 ○ 2017年11月24日 2027年11月23日 2015年12月18日 2017年11月23日

109 静岡市 1080005004351 ○
特定非営利活動法人オールしずおかベスト
コミュニティ

静岡市葵区呉服町二丁目１番５号 越膳　徹 ○ 2018年03月29日 2028年03月28日

109 静岡市 8080005004353 ○
特定非営利活動法人静岡県就労支援事業
者機構

静岡市 後藤　清雄 ○ 2019年01月18日 2024年01月17日

109 静岡市 1080005004178 ○ 特定非営利活動法人サンフォレスト 静岡市駿河区中田一丁目９番16号 三森　重則 ○ 2021年01月27日 2026年01月26日

109 静岡市 3080005006841 ○
特定非営利活動法人静岡エスアカデミア・ス
ポーツクラブ

静岡市駿河区宮竹一丁目10番10号 山﨑　俊昌 2021年01月12日 2024年01月11日

110 浜松市 9080405001494 ○ ブッダ基金
浜松市中区佐鳴台三丁目52番22号　ブッダ
基金事務局

加藤　義一 ○ 2014年02月28日 2024年02月27日

110 浜松市 7080405003179 ○ クリエイティブサポート　レッツ 浜松市 久保田　翠 ○ 2015年03月04日 2025年03月03日 2014年02月28日 2014年07月20日

110 浜松市 2080405001451 ○ 浜松ＮＰＯネットワークセンター 浜松市 井ノ上　美津恵 ○ 2015年08月05日 2025年08月04日 2015年04月24日 2015年08月04日

110 浜松市 8080405001520 ○ 認定NPO法人 魅惑的倶楽部
浜松市中区東伊場一丁目25番14-3　スカイ
レジデンスⅡ202

鈴木　恵子 ○ 2015年09月01日 2025年08月31日 2013年06月07日 2015年08月31日

110 浜松市 1080405001519 ○ 遠州精神保健福祉をすすめる市民の会 浜松市中区中区曳馬二丁目8番19号 大場　義貴 ○ 2017年03月13日 2027年03月12日 2014年12月01日 2017年03月12日

110 浜松市 2080405004017 ○ はままつ子育てネットワークぴっぴ 浜松市中区富塚町1406番地の10 原田　博子 ○ 2018年01月11日 2028年01月10日 2015年06月08日 2018年01月10日

110 浜松市 4080405003165 ○ 静岡県ＣＣ緑化協会 浜松市 大橋　千秋 ○ 2021年02月02日 2026年02月01日

110 浜松市 4080405004089 ○
認定特定非営利活動法人 笠井共生活動セ
ンター

浜松市東区笠井町115番地 藤田　真也 ○ 2021年08月11日 2026年08月10日

110 浜松市 6080405006810 ○ 地下からのサイン測ろうかい 浜松市東区有玉台四丁目3番2号 佃　爲成 ○ 2022年03月18日 2027年03月17日 2020年05月18日 2022年03月17日

111 名古屋市 3180005005651 ○ 愛知排泄ケア研究会 名古屋市昭和区元宮町6丁目6番地の1 後藤百万 ○ 2013年05月31日 2028年05月30日

111 名古屋市 9180005007130 ○ ○ ホープ・インターナショナル開発機構 名古屋市
BEHR JEFFREY 
SHAMES(ベア　
ジ フリ 　シ

○ 2013年06月12日 2023年06月11日

111 名古屋市 9180005006479 ○ ○ ポパイ 名古屋市北区志賀南通二丁目51 山口未樹 ○ 2013年07月05日 2023年07月04日

111 名古屋市 7180005005235 ○ たすけあい名古屋 名古屋市緑区 熊田　光臣 ○ 2013年07月05日 2023年07月04日

111 名古屋市 5180005006004 ○ ロースクール奨学金ちゅうぶ 名古屋市中区丸の内三丁目20番17号 那須國宏 ○ 2014年08月29日 2024年08月28日

111 名古屋市 1180005007831 ○ アレルギー支援ネットワーク 名古屋市 坂本龍雄 ○ 2014年08月29日 2024年08月28日

111 名古屋市 7180005005284 ○ 名古屋ＮＧＯセンター 名古屋市
八木巌、中島隆

宏
2015年03月19日 2020年03月18日

111 名古屋市 1180005007724 ○ セカンドハーベスト名古屋 名古屋市 前川行弘 ○ 2015年03月19日 2025年03月18日
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111 名古屋市 5180005005492 ○ レスキューストックヤード 名古屋市東区泉一丁目13番地34号 栗田暢之 ○ 2015年04月01日 2025年03月31日

111 名古屋市 1180005005562 ○ 日本口唇口蓋裂協会
名古屋市千種区末盛通二丁目11番地愛知
学院大学歯学部

水野明久 ○ 2015年04月01日 2025年03月31日

111 名古屋市 9180005006545 ○ 権利擁護支援『ぷらっとほーむ』 名古屋市 冨田哲生 ○ 名古屋市 2015年07月23日 2025年07月22日

111 名古屋市 5180005005807 ○ 平和のための戦争メモリアルセンター
名古屋市名東区よもぎ台二丁目820番地「戦
争と平和の資料館ピースあいち」内

鈴木　秀幸 ○ 2015年12月22日 2025年12月21日

111 名古屋市 2180005006337 ○ あいち骨髄バンクを支援する会 名古屋市千種区光が丘1丁目22番7－105号 北折健次郎 ○ 2016年02月02日 2026年02月01日

111 名古屋市 3180005014140 ○ ビフレンダーズあいち自殺防止センター 名古屋市北区楠味鋺五丁目2527番地 吉田　弘美 ○ 2016年02月23日 2026年02月22日

111 名古屋市 4180005014800 ○ 日本脊柱変形協会 名古屋市千種区御影町二丁目２１番地１号 川上紀明 ○ 2016年06月01日 2026年05月31日

111 名古屋市 6180005005310 ○ アイキャン 名古屋市 鈴木真帆 ○ 2016年08月01日 2026年07月31日

111 名古屋市 2180005014942 ○ 名古屋ろう国際センター 名古屋市千種区振甫町二丁目32番地 キムナムユン ○ 名古屋市 2016年08月26日 2026年08月25日

111 名古屋市 2180005007921 ○ RASA-Japan 名古屋市天白区中平二丁目2627番地 藤井典夫 ○ 2017年02月16日 2027年02月15日

111 名古屋市 8180005005283 ○ ＣＡＰＮＡ 名古屋市中区丸の内一丁目4番4号 小久保裕美 ○ 2017年03月23日 2027年03月22日

111 名古屋市 7180005005920 ○ つくし 名古屋市守山区守牧町19番地 村上栄子 ○ 2017年03月29日 2027年03月28日 2015年07月31日 2017年03月28日

111 名古屋市 9180005006727 ○ 名古屋コダーイセンター 名古屋市千種区仲田二丁目12番21号 梅田奈保美 ○ 名古屋市 2017年05月25日 2027年05月24日

111 名古屋市 7180005014194 ○ ○ からし種 名古屋市 佐藤由美 ○ 2018年03月02日 2023年03月01日

111 名古屋市 9180005006859 ○ ○ 愛実の会 名古屋市港区木場町９番地の２４ 戸田　真二 ○ 2018年03月06日 2023年03月05日

111 名古屋市 6180005006630 ○ ひょうたんカフェ 名古屋市中村区 橋本思織 ○ 名古屋市 2018年03月30日 2028年03月29日

111 名古屋市 8180005005267 ○ 中部リサイクル運動市民の会 名古屋市東区代官町３９番１８号 永田秀和 ○ 名古屋市 2018年05月09日 2028年05月08日

111 名古屋市 6180005007083 ○ ○ 消費者被害防止ネットワーク東海 名古屋市 杉浦市郎 ○ 2018年05月25日 2023年05月24日

111 名古屋市 3180005011526 ○ ○ 名古屋能楽振興協会 名古屋市緑区篭山一丁目822番地 柴田雄次 ○ 2018年09月18日 2023年09月17日 2015年09月29日 2018年09月17日

111 名古屋市 6180005017941 ○ あいち惟の森 名古屋市緑区鳴海町大清水69－1116 伊澤　令子 ○ 2022年02月01日 2027年01月31日

111 名古屋市 3180005005445 ○ アスクネット 名古屋市熱田区沢下町8番5号 山本和男 ○ 2022年03月01日 2027年02月28日

111 名古屋市 4180005005270 ○ 子育て支援のＮＰＯまめっこ 名古屋市北区柳原4丁目2番3号 中井恵美 ○ 2022年05月01日 2027年04月30日

111 名古屋市 1180005006412 ○ 花＊花 名古屋市千種区 江部眞弓 ○ 名古屋市 2023年03月28日 2028年03月27日

111 名古屋市 ○ 市民フォーラム２１・ＮＰＯセンター
後　房雄（清算

人）
2014年09月26日 2017年09月25日

111 名古屋市 4180005007556 ○ あいちクローバー 名古屋市昭和区福江三丁目１番４０号 福元博樹 2015年05月13日 2018年05月12日

111 名古屋市 4180005015484 ○ 日本なわとびプロジェクト 名古屋市守山区瀬古東一丁目601番地 早野啓子 2019年08月07日 2022年08月06日

111 名古屋市 9180005016627 ○ ル・スリール・ジャポン
名古屋市中村区那古野1丁目44番17号嶋田
ビル302号

石田純哉 2021年08月01日 2024年07月31日

112 京都市 8130005005049 ○ 特定非営利活動法人古材文化の会 京都市山科区西野山階町３５番地 日向　進 ○ 京都市 2013年07月10日 2023年07月09日

112 京都市 1130005006672 ○ 特定非営利活動法人ノンラベル 京都市南区久世川原町１１５番地 田井　美幸 ○ 京都市 2013年08月20日 2018年08月19日

112 京都市 3130005006266 ○ 特定非営利活動法人花山星空ネットワーク
京都市山科区北花山大峰町十七の一　京都
大学大学院理学研究科附属花山天文台

西村　昌能 ○ 京都市 2013年12月20日 2023年12月19日

112 京都市 5130005005167 ○ 特定非営利活動法人環境市民
京都市中京区麩屋町通二条下る尾張町２２５
番地　第二ふや町ビル２０６号室

杦本　育生 ○ 京都市 2013年12月20日 2023年12月19日

112 京都市 ○ ＮＰＯ法人田中セツ子京都結婚塾
（清算人）田中セ

ツ子
2014年02月10日 2015年07月14日

112 京都市 3130005008741 ○ 特定非営利活動法人パンゲア
京都市上京区今出川通寺町西入上る下御輿
町２４６番地

森　由美子 ○ 2014年03月05日 2019年03月04日 2013年05月31日 2014年03月04日

112 京都市 9130005005221 ○
特定非営利活動法人天然薬用資源開発機
構

京都市上京区椹木町通黒門東入中御門横
町５７４番地１　ファルマフードビル

山原　條二 ○ 2014年04月01日 2024年03月31日

112 京都市 7130005005470 ○
特定非営利活動法人日本ホルモンステー
ション

京都市左京区下鴨森本町１５番地　財団法
人生産開発科学研究所内

中尾　一和 ○ 2014年04月01日 2024年03月31日

112 京都市 4130005005465 ○ 特定非営利活動法人劇研 京都市左京区田中西春菜町７－２在り５号室 杉山　準 ○ 京都市 2014年08月01日 2024年07月31日

112 京都市 8130005005247 ○ 認定特定非営利活動法人芝生スクール京都
京都市東山区大和大路通三条下る東入若松
町３９３　元有済小学校内

細見　吉郎 ○ 2015年02月12日 2025年02月11日

112 京都市 1130005005534 ○ 特定非営利活動法人アンビシャス 京都市中京区西ノ京内畑町２６番地 松岡　幸子 ○ 2015年03月31日 2025年03月30日

112 京都市 8130005013159 ○
特定非営利活動法人「歩くまち・京都」フォー
ラム

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町
４８８番地　京都市都市計画局歩くまち京都
推進室内

塚口　博司 ○ 2015年04月01日 2025年03月31日

112 京都市 8130005004884 ○ 特定非営利活動法人きょうとグリーンファンド
京都市下京区五条高倉角堺町２１番地　事
務機のウエダビル２０６

田浦　健朗 ○ 2015年04月01日 2025年03月31日

112 京都市 5130005013079 ○ 認定特定非営利活動法人日本心血管協会
京都市伏見区深草枯木町１５番地　ルミエー
ル藤ノ森４０７

池田　 ○ 2015年07月15日 2025年07月14日

112 京都市 3130005005680 ○ 特定非営利活動法人フォーラムひこばえ 京都市右京区宇多野福王子町４５番地２ 井上　公子 ○ 京都市 2015年11月11日 2025年11月10日

112 京都市 5130005006116 ○ 認定ＮＰＯ法人量子化学研究協会 京都市伏見区桃山町三河５８番地の８ 中辻　博 ○ 2016年03月24日 2026年03月23日

112 京都市 4130005012924 ○ 特定非営利活動法人京滋骨を守る会 京都市東山区今熊野北日吉町３５番地 松末　隆 ○ 2016年03月29日 2026年03月28日

112 京都市 5130005008756 ○ 特定非営利活動法人音楽への道ＣＥＭ 京都市中京区毘沙門町５３７番地１２ 森　悠子 ○ 2016年04月08日 2026年04月07日

112 京都市 9130005004850 ○
特定非営利活動法人アクセス－共生社会を
めざす地球市民の会

京都市伏見区深草西浦町八丁目８５番４ 森脇　沙良 ○ 2016年08月10日 2026年08月09日

112 京都市 8130005005255 ○ 認定特定非営利活動法人リボーン・京都
京都市中京区六角通新町西入西六角町１０
１番地

田原（宇野）　ひ
と美

○ 2016年08月19日 2026年08月18日

112 京都市 6130005005926 ○ 認定特定非営利活動法人あったかサポート
京都市南区東九条下殿田町５０番地　アサダ
観光ビル２階Ｂ号室

山本　賀則 ○ 2016年08月30日 2026年08月29日 2013年08月30日 2016年08月29日

112 京都市 5130005006611 ○ 特定非営利活動法人道普請人
京都市下京区東塩小路向畑町２０－１３　プ
レサンス京都駅前５０２

木村　亮 ○ 2016年11月01日 2026年10月31日

112 京都市 5130005010811 ○ 特定非営利活動法人FaSoLabo京都
京都市中京区姉西洞院５４２サンフィールドビ
ル3階

楠　隆 ○ 京都市 2017年01月01日 2026年12月31日

112 京都市 1130005005914 ○
特定非営利活動法人子どもの心理療法支援
会

京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町４４４
番地　初音館３０２号

平井　正三 ○ 2017年03月25日 2027年03月24日 2014年03月25日 2017年03月24日

112 京都市 ○ 特定非営利活動法人京都チャイルド・トラスト 京都市
（清算人）島岡　

泰子
2017年07月01日 2018年09月24日

112 京都市 6130005005430 ○ 特定非営利活動法人京都文化企画室 京都市左京区浄土寺小山町一丁目１０番 中田　充子 ○ 2017年12月01日 2027年11月30日

112 京都市 1130005014304 ○ ○
特定非営利活動法人上賀茂神経リハビリ
テーション教育研究センター

京都市北区上賀茂西河原町１番地の１ 青木　信明 ○ 2018年05月01日 2023年04月30日

112 京都市 3130005005994 ○ 特定非営利活動法人京都ＤＡＲＣ 京都市伏見区深草西浦町６丁目１番地２ 奥井　滋彦 ○ 京都市 2018年05月15日 2023年05月14日

112 京都市 4130005013229 ○
特定非営利活動法人グローカル人材開発セ
ンター

京都市上京区甲斐守町９７番地　西陣産業
創造会館２階

行元　沙弥 ○ 2019年04月01日 2024年03月31日 2016年04月01日 2019年03月31日

112 京都市 2130005015169 ○
認定特定非営利活動法人J-Blue 
Organization

京都市東山区大和大路通四条下る四丁目小
松町１５３番地１（１０５号）

?忠昭 ○ 2019年06月21日 2024年06月20日

112 京都市 3130005004914 ○
特定非営利活動法人無施肥無農薬栽培調
査研究会

京都市左京区吉田神楽岡町１０６－２ 堀江　武 ○ 2019年07月01日 2024年06月30日

112 京都市 9130005012465 ○
認定特定非営利活動法人京都自死・自殺相
談センター

京都市下京区西中筋通花屋町下ル堺町９２ 生越　照幸 ○ 2020年04月01日 2025年03月31日

112 京都市 6130005006701 ○
特定非営利活動法人アジア太平洋心臓病学
会

京都市左京区下鴨森本町１５番地　財団法
人生産開発科学研究所内

松森　昭 ○ 2020年05月19日 2025年05月18日 2015年07月16日 2018年07月15日

112 京都市 5130005006306 ○
特定非営利活動法人ドネーションシップ　わ
かちあい

京都市伏見区御駕籠町１１３番地１　下板橋
住宅Ｄ棟１０１号室

立川　さき ○ 2020年11月11日 2025年11月10日

112 京都市 9130005014073 ○
特定非営利活動法人京都運動器障害予防
研究会

京都市西京区桂西滝川町５２番地 立入　克敏 ○ 2021年06月25日 2026年06月24日 2018年04月01日 2021年03月31日

112 京都市 9130005014791 ○ 認定NPO法人セカンドハーベスト京都 京都市伏見区桃山町丹後18-15乃園ビル3F 澤田　政明 2021年10月25日 2026年10月24日

112 京都市 8130005014504 ○
特定非営利活動法人手術を受けた子どもの
成長支援

京都市上京区西三本木通荒神口下る上生洲
町１９７－１青蓮会館

岩井　直躬 ○ 2022年07月10日 2027年07月09日 2019年07月10日 2022年07月09日

112 京都市 1130005015269 ○
特定非営利活動法人心臓病の子どもを守る
京都父母の会

京都市左京区下鴨下川原町３０番地 江原　郁子 ○ 2022年08月30日 2027年08月29日

112 京都市 8130005005643 ○ 特定非営利活動法人暖（のん） 京都市南区東九条南烏丸町１０番地 八十島　美奈子 2015年12月21日 2018年12月20日

112 京都市 5130005014283 ○ ＮＰＯ法人日本車いすフェンシング協会 京都市左京区下鴨高木町２３番地 小松　眞一 2018年04月01日 2021年03月31日

112 京都市 2130005014311 ○ 特定非営利活動法人ゼットデザイン 京都市西京区大原野北春日町８２７－３ 森川　佳子 2020年04月01日 2023年03月31日

112 京都市 3130005014863 ○ 特定非営利活動法人ウェル・クラフト 京都市伏見区竹田中川原町454番地 中村　里美 2020年08月25日 2023年08月24日

112 京都市 1130005014691 ○ ＮＰＯ法人ＴＯＭＯＲＲＯＷ
京都市左京区新間之町通二条下る頭町３４３
番地３

德田　佳世 2020年11月04日 2023年11月03日

112 京都市 2130005015532 ○ 特定非営利活動法人happiness 京都市南区唐橋川久保町１番地の２０ 宇野　明香 2020年12月25日 2023年12月24日

112 京都市 1130005014411 ○ 特定非営利活動法人コミュニティラジオ京都 京都市北区小山上総町１４大垣書店ビル4Ｆ 大垣　守弘 2021年06月17日 2024年06月16日
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113 大阪市 2120005004081 ○ 特定非営利活動法人大阪ＮＰＯセンター 大阪市中央区平野町１丁目７番１号 金井  宏実 ○ 大阪府 2012年08月27日 2027年08月26日

113 大阪市 4120005007685 ○ 特定非営利活動法人ゆめ風基金 大阪市東淀川区東中島１丁目13番43号 戸田　二郎 ○ 2012年08月31日 2027年08月30日

113 大阪市 1120005011327 ○ ＮＰＯ法人日越関西友好協会
大阪市中央区博労町１丁目４番10号エス
テート博労町ビル302号室

西村　貞一、築
野　元則

○ 2012年09月20日 2027年09月19日

113 大阪市 1120005007614 ○ 特定非営利活動法人日本救援衣料センター
大阪市中央区安土町１丁目５番８号本町ＤＳ
ビル

春日　和夫 ○ 2012年10月17日 2027年10月16日

113 大阪市 7120005012229 ○ ○ 特定非営利活動法人トゥギャザー
大阪市浪速区難波中３-９-１　難波ビルディ
ング403

渡邉　直子 ○ 2013年02月01日 2023年01月31日

113 大阪市 2120005007423 ○
特定非営利活動法人アジア総合リハビリテー
ション研究所

大阪市城東区東中浜１丁目２番17号　第２栄
泉ビル１階

大道　道大 ○ 2013年02月08日 2028年02月07日

113 大阪市 9120005008010 ○
特定非営利活動法人大阪被害者支援アドボ
カシーセンター

大阪市天王寺区伶人町２番７号大阪府夕陽
丘庁舎内

大川　哲次 ○ 2013年03月11日 2028年03月10日

113 大阪市 5120005007453 ○ ○
特定非営利活動法人国際ビフレンダーズ大
阪自殺防止センター

大阪市中央区南船場１丁目11番９号 長堀安
田ビル９階

北條　達人 ○ 2013年03月22日 2023年03月21日

113 大阪市 4120005007768 ○ 特定非営利活動法人地球環境市民会議
大阪市中央区内本町２丁目１番19号内本町
松屋ビル10－470号室

山村　恒年 ○ 2014年03月20日 2024年03月19日

113 大阪市 2120005008495 ○ 特定非営利活動法人Ｊ.ＰＯＳＨ 大阪市鶴見区今津南２丁目６番３号 田中　完児 ○ 2014年03月20日 2024年03月19日

113 大阪市 4120005007883 ○ 特定非営利活動法人大阪自然史センター 大阪市平野区加美北８丁目１番18号 梅原　徹 ○ 2014年03月31日 2024年03月30日

113 大阪市 4120005004096 ○ 緑の地球ネットワーク
大阪市港区市岡１丁目５番24号小来田ビル
303号

前中　久行 ○ 2014年04月09日 2024年04月08日

113 大阪市 7120005007336 ○ 特定非営利活動法人出発のなかまの会 大阪市生野区田島１丁目10番30号 山本　操 ○ 2014年07月11日 2024年07月10日

113 大阪市 9120005014982 ○
特定非営利活動法人ニューメディア人権機
構

大阪市港区波除４丁目１番37号ＨＲＣビル９
階

北口　末廣、村
井　康利

○ 2014年07月25日 2024年07月24日

113 大阪市 6120005010084 ○ 特定非営利活動法人消費者支援機構関西
大阪市中央区南新町１丁目２番４号椿本ビル
５階502号室

藤井　克裕、片
山　登志子

○ 2015年01月09日 2025年01月08日 2012年09月20日 2015年01月08日

113 大阪市 9120005007417 ○
特定非営利活動法人福祉医療建築の連携
による住居改善研究会

大阪市中央区平野町１丁目２番３号
馬場昌子、柳尚
夫、尼寺謙仁、
川上昌宏 細本

○ 2015年02月20日 2020年02月19日

113 大阪市 2120005016515 ○ 特定非営利活動法人健康ラボステーション
大阪市北区天満橋１丁目８番30号ＯＡＰタ
ワー1005号

浦田　千昌 ○ 2015年03月30日 2025年03月29日

113 大阪市 1120005007358 ○
特定非営利活動法人大阪精神医療人権セン
ター

大阪市北区西天満５丁目９番５号谷山ビル９
階

位田　浩、大槻　
和夫

○ 2015年06月05日 2025年06月04日

113 大阪市 6120005015562 ○ 特定非営利活動法人ＤxＰ
大阪市中央区天満橋京町１－27ファラン天満
橋33号室

今井　紀明 ○ 2015年06月08日 2025年06月07日

113 大阪市 6120005015777 ○ ＮＰＯ法人ハートブレッドプロジェクト
大阪市北区梅田１丁目１番３号大阪駅前第３
ビル２階

西川　功晃、坂
田　隆敏、松尾　
清史 米山　雅

○ 2015年06月16日 2025年06月15日

113 大阪市 2120005009171 ○ 特定非営利活動法人西日本がん研究機構 大阪市浪速区元町１丁目５番７号
中川　和彦、武

田　晃司
○ 2015年08月31日 2025年08月30日 2012年08月31日 2015年08月30日

113 大阪市 9120005007788 ○
認定特定非営利活動法人障害者放送通信
機構

大阪市北区東天満２丁目７番地12号スタ－ポ
－ト

髙田　英一 ○ 2015年09月09日 2025年09月08日

113 大阪市 3120005007703 ○
特定非営利活動法人全国視覚障害者情報
提供施設協会

大阪市西区江戸堀１丁目10番11号 竹下　亘 ○ 2015年11月20日 2025年11月19日

113 大阪市 6120005016321 ○ 特定非営利活動法人インファクト
大阪市北区同心１－１－22朝日プラザ扇町
707

小黒　純 ○ 2016年03月31日 2026年03月30日

113 大阪市 6120005007873 ○ 特定非営利活動法人いくの学園
大阪市中央区内淡路町１丁目３番11号の402
号

雪田　樹理 ○ 2016年04月22日 2026年04月21日

113 大阪市 3120005011779 ○
特定非営利活動法人スペシャルオリンピック
ス日本・大阪

大阪市天王寺区東高津町11丁目５番303号 村上　智則 ○ 2016年07月12日 2026年07月11日

113 大阪市 3120005008255 ○ 特定非営利活動法人シニア自然大学校 大阪市中央区谷町３丁目１番18号 金戸　千鶴子 ○ 2016年09月26日 2026年09月25日

113 大阪市 8120005009819 ○ 特定非営利活動法人日本クリニクラウン協会 大阪市北区末広町３－11天しもビル３Ｂ 河　敬世 ○ 2016年11月29日 2026年11月28日

113 大阪市 2120005007943 ○
特定非営利活動法人安全安心科学アカデ
ミー

大阪市中央区南船場３丁目３番27号 辻本　忠 ○ 2016年12月06日 2021年12月05日 2014年04月24日 2016年12月05日

113 大阪市 1120005014866 ○ 特定非営利活動法人Ｈｏｍｅｄｏｏｒ 大阪市北区本庄東１－９－14
渡邊（川口）　加

奈
○ 2017年01月23日 2027年01月22日 2016年03月01日 2017年01月22日

113 大阪市 9120905004760 ○ ＮＰＯ法人Ｏｖｅｒ　Ｔｈｅ　Ｒａｉｎｂｏｗ 大阪市淀川区西中島７丁目13番10号 松井　洋子 ○ 2017年02月09日 2027年02月08日

113 大阪市 9120005011963 ○ 認定ＮＰＯ法人ノーベル
大阪市中央区内本町２丁目４番12号中央内
本町ビルディング701

長谷　亜希 ○ 2017年03月21日 2027年03月20日 2014年04月24日 2017年03月20日

113 大阪市 9120005011476 ○ 認定ＮＰＯ法人大阪府高齢者大学校
大阪市中央区法円坂１－１－35アネックスパ
ル法円坂

古矢　弘道 ○ 大阪府 2017年09月14日 2027年09月13日

113 大阪市 3120005017735 ○ ○ 特定非営利活動法人こどもの里 大阪市西成区萩之茶屋２丁目３番24号 荘保　共子 ○ 2018年03月16日 2023年03月15日

113 大阪市 8120005007418 ○ ○ 特定非営利活動法人プール・ボランティア
大阪市中央区島町２丁目４番３号Villa島町
902号

岡崎　寛 ○ 大阪府 2018年05月09日 2023年05月08日

113 大阪市 8120005018489 ○ ＮＰＯ法人ＣＰＡＯ 大阪市生野区小路１丁目２２－４ 德丸　由紀子 ○ 2018年09月07日 2023年09月06日

113 大阪市 7120005008103 ○ 特定非営利活動法人児童虐待防止協会
大阪市浪速区日本橋５丁目14－10松竹ビル
６階Ｃ

津崎　哲郎、石
田　文三、石田　
雅弘 中塚　恒

○ 2018年11月12日 2023年11月11日

113 大阪市 3120005017578 ○ 特定非営利活動法人メリーミーズ 大阪市北区同心２丁目14番19号 藤原 美奈 ○ 2019年07月22日 2024年07月21日

113 大阪市 7120005007988 ○ 特定非営利活動法人徳育空手道を奨める会
大阪市大正区南恩加島５丁目７-105　（株）ヨ
コタ商店内

藤田　典正 ○ 2019年08月08日 2024年08月07日

113 大阪市 1120005007787 ○ 特定非営利活動法人日本ベジタリアン協会
大阪市淀川区宮原１丁目19－23ステュディオ
新御堂1317号室

垣本　充 ○ 2020年08月04日 2025年08月03日

113 大阪市 2120005004098 ○ 特定非営利活動法人わかくさ 大阪市浪速区日本橋５丁目９番21号 戸根　経夫 ○ 2020年10月08日 2025年10月07日

113 大阪市 9120005015618 ○ ＮＰＯ法人日本血管映像化研究機構
大阪市西区西本町１丁目８番２号三晃ビル
505号

平山　篤志 ○ 2020年12月14日 2025年12月13日

113 大阪市 5120005010952 ○
特定非営利活動法人チャイルド・リソース・セ
ンター

大阪市福島区福島８丁目10番14号松尾マン
ション201号室

宮口　智恵 ○ 2021年01月13日 2026年01月12日

113 大阪市 2120005011177 ○ 特定非営利活動法人リフレッシュ 大阪市北区天満橋２丁目２番28号 森岡　政司 ○ 2022年02月09日 2027年02月08日

113 大阪市 7120005018861 ○ 認定特定非営利活動法人イヴに光を 大阪市東住吉区鷹合１－14－12－406 窪田　成芳 ○ 2022年02月22日 2027年02月21日

113 大阪市 8120005017887 ○
特定非営利活動法人アジアン・アーキテク
チュア・フレンドシップ

大阪市中央区本町４丁目１番13号 赤尾　建藏 ○ 2022年03月04日 2027年03月03日

113 大阪市 4120005007347 ○ 特定非営利活動法人釜ヶ崎支援機構 大阪市西成区萩之茶屋１丁目５番４号 山田　實 ○ 2022年04月11日 2027年04月10日

113 大阪市 3120005020409 ○ ＮＰＯ法人メッターフレンズ
大阪市西区靱本町２丁目５番12号　靭公園プ
ライマリーワン１階

柴　義彰 ○ 2022年06月01日 2027年05月31日 2021年07月16日 2022年05月31日

113 大阪市 8120005011353 ○ 特定非営利活動法人色彩生涯教育協会
大阪市西区靱本町２丁目２番22号ウツボ
パークビル502

福原　裕子 ○ 2022年08月18日 2027年08月17日

113 大阪市 9120005019668 ○ ＮＰＯ法人Ｇｉｆｔ 大阪市鶴見区今津北４丁目13番12号 小山　真由美 ○ 2022年11月16日 2027年11月15日 2019年11月26日 2022年11月15日

113 大阪市 6120005007741 ○
特定非営利活動法人大阪障害者雇用支援
ネットワーク

大阪市中央区北浜東３番14号大阪府立労働
センター４階

奥脇　学 ○ 大阪府 2022年12月21日 2027年12月20日

113 大阪市 3120005020788 ○ ＮＰＯ法人ＣＬＡＣＫ
大阪市淀川区西中島３－８－15　EPO新大阪
ビルディング1001号

平井　大輝 ○ 2023年02月08日 2028年02月07日

113 大阪市 8120005017152 ○ 特定非営利活動法人猫の幼稚園 大阪市淀川区宮原１丁目16番２－1005号 伊與田　道代 ○ 2023年02月08日 2028年02月07日

113 大阪市 6120005010241 ○
特定非営利活動法人関西芸術振興会・関西
歌劇団

大阪市都島区片町２丁目４番14号ＴＡＫＵＴＯ
ビル７階

湯浅　契 2013年03月11日 2016年03月10日

113 大阪市 8120005007830 ○ ＮＰＯ法人ＪＡＥ
大阪市北区万歳町４番12号　浪速ビルディン
グ西館401Ａ号室

坂野　充 2013年03月27日 2016年03月26日

113 大阪市 5120005009953 ○ ＮＰＯ法人暴力防止情報スペース・ＡＰＩＳ 大阪市都島区都島南通２丁目４番21号
朴 宗筍、横山　
恵子、木村 ゆか
り 野中 仁美

2014年01月24日 2017年01月23日

113 大阪市 8120005007946 ○
特定非営利活動法人関西国際交流団体協
議会

大阪市東住吉区杭全１－15－18　大西ビル３
階

三木　秀夫 2016年01月21日 2016年11月30日

113 大阪市 8120005018506 ○ 特定非営利活動法人あわじ寺子屋
大阪市東淀川区西淡路２丁目３番９号リベル
タ303号（大賀喜子宛）

堀　一人 2018年05月10日 2021年05月09日

114 堺市 2120105007892 ○ 特定非営利活動法人ふーどばんくOSAKA 堺市東区八下町1丁122番地 赤井　隆史 ○ 2015年04月22日 2025年04月21日

114 堺市 2120105004683 ○ 特定非営利活動法人日越堺友好協会 堺市堺区戎之町西1丁1番30号 加藤　浩輔 ○ 2020年10月08日 2025年10月07日

114 堺市 2120105008858 ○ NPO法人子ども未来 堺市堺区甲斐町東二丁1番6号 辻本　加平 ○ 2021年02月04日 2026年02月03日

115 神戸市 2140005005243 ○ ○ 特定非営利活動法人認知症予防ネット神戸 神戸市東灘区住吉本町2丁目1３番7号2階 伊藤　米美 ○ 2013年01月31日 2023年01月30日

115 神戸市 3140005004707 ○ ○
特定非営利活動法人西神戸トラウマカウンセ
リングルーム

神戸市西区宮下２丁目８－18　グレース宮下
B－103

大上　律子 ○ 2013年01月31日 2023年01月30日

115 神戸市 7140005002871 ○
特定非営利活動法人コミュニティ・サポートセ
ンター神戸

神戸市東灘区住吉東町五丁目２－２　ビュー
タワー住吉館１０４

中村　順子 ○ 2013年07月02日 2023年07月01日

115 神戸市 2140005004617 ○ 特定非営利活動法人フードバンク関西
神戸市東灘区深江本町１丁目８番16号バレ
ル芦屋101

中島　眞紀 ○ 2013年12月27日 2023年12月26日

115 神戸市 2140005016249 ○ 特定非営利活動法人兵庫さい帯血バンク 神戸市中央区脇浜海岸通１丁目４番５号 後藤　武 ○ 2014年02月20日 2024年02月19日

115 神戸市 8140005020856 ○ 特定非営利活動法人まち・コミュニケーション 神戸市長田区御蔵通5丁目211番4号－101 宮定　章 ○ 2015年02月03日 2025年02月02日

115 神戸市 1140005004650 ○
ＮＰＯ法人女性と子ども支援センターウィメン
ズネット・こうべ

神戸市 正井　禮子 ○ 2015年03月23日 2025年03月22日

115 神戸市 7140005003622 ○ 特定非営利活動法人市民活動センター神戸
神戸市中央区元町通６丁目７番９号　秋毎ビ
ル３階

中田　豊一 2015年03月23日 2020年03月22日

115 神戸市 2140005004014 ○
特定非営利活動法人黄河の森緑化ネット
ワーク

神戸市中央区下山手通２丁目１２番１１号　
神戸華僑会館

金　啓功 ○ 2015年05月15日 2025年05月14日

115 神戸市 8140005004743 ○ 特定非営利活動法人Present　Garden　to 神戸市垂水区南多聞台1丁目5番11号 高野　喜惠 ○ 2015年07月29日 2025年07月28日

115 神戸市 5140005003797 ○
特定非営利活動法人阪神淡路大震災一一
七希望の灯り

神戸市北区北五葉一丁目13番１号レ・アール
ビル３Ｆ

藤本　真一 ○ 2015年07月29日 2025年07月28日
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115 神戸市 9140005004560 ○ 特定非営利活動法人産業人ＯＢネット 神戸市中央区東川崎町１丁目８番４号 井上　和夫 ○ 2015年10月23日 2021年05月26日 2013年07月02日 2015年10月22日

115 神戸市 7140005002888 ○ 特定非営利活動法人しみん基金・こうべ 神戸市中央区浜辺通4-1-23-605 戎　正晴 ○ 2015年10月23日 2025年10月22日

115 神戸市 1140005003702 ○
特定非営利活動法人東灘地域助け合いネッ
トワーク

神戸市東灘区御影本町６丁目15番17号 村山　メイ子 ○ 2016年01月26日 2026年01月25日

115 神戸市 1140005004221 ○ 特定非営利活動法人神戸ミャンマー皆好会 神戸市中央区橘通１丁目２番１２号 中尾　嘉延 ○ 2016年02月24日 2026年02月23日

115 神戸市 7140005003936 ○
認定特定非営利活動法人神戸国際占術協
会

神戸市兵庫区五宮町15番19号 峯山　結実 ○ 2016年03月16日 2026年03月15日

115 神戸市 5140005003921 ○
特定非営利活動法人デイ・ステーションたる
み・ともの家

神戸市垂水区川原１丁目１番１５号 原田　正吾 2016年07月29日 2017年07月01日 2013年07月02日 2016年07月01日

115 神戸市 7140005020584 ○ 特定非営利活動法人Future Code 神戸市中央区小野柄通６丁目1－22－602 大類　隼人 ○ 2016年09月23日 2026年09月22日

115 神戸市 3140005021958 ○ NPO法人はんしん高齢者くらしの相談室
神戸市東灘区田中町１丁目15番５号コマツＢＩ
ＬＤ本山301号

谷口　昌良 ○ 2017年03月28日 2027年03月27日

115 神戸市 9140005004404 ○ ○ ＮＰＯ法人ぱれっと 神戸市西区枝吉4丁目86-1 川田　晋 ○ 2017年11月29日 2022年11月28日

115 神戸市 2140005004550 ○ 特定非営利活動法人ＳＥＥＤＳ　Ａｓｉａ 神戸市東灘区岡本１丁目７－７－307 ショウ　ラジブ ○ 2020年02月18日 2025年02月17日

115 神戸市 1140005004477 ○ 特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット
神戸市中央区下山手通五丁目７番１１号　兵
庫県母子会館２階

鈴木　尉久 2020年02月25日 2025年02月24日

115 神戸市 2140005004559 ○ 特定非営利活動法人海 神戸市兵庫区上沢通８丁目６－７ 田中　立信 ○ 2020年04月13日 2025年04月12日

115 神戸市 4140005003872 ○ 特定非営利活動法人神戸アイライト協会
神戸市兵庫区水木通２丁目１番９号　中山記
念会館内

森　一成 ○ 2020年05月20日 2025年05月19日

115 神戸市 2140005022098 ○ 特定非営利活動法人まなびと 神戸市中央区北野町四丁目11番３号 中山　迅一 ○ 2020年08月26日 2025年08月25日 2017年08月17日 2020年08月16日

115 神戸市 5140005004853 ○ 特定非営利活動法人ローンボウルズ日本 神戸市西区桜が丘東町２丁目５番地の10 児島　久雄 ○ 2020年12月22日 2025年12月21日

115 神戸市 3120905005533 ○
特定非営利活動法人こうのとりのゆりかごin
関西

神戸市中央区北長狭通４丁目９番26号　西
北神ビル６階

人見　滋樹 ○ 2021年02月10日 2026年02月09日

115 神戸市 8140005024551 ○
特定非営利活動法人インド太平洋問題研究
所

神戸市灘区六甲台町２－１　神戸大学大学
院法学研究科　簑原俊洋研究室

簑原　俊洋 ○ 2022年05月12日 2027年05月11日

115 神戸市 7140005004827 ○ 特定非営利活動法人こどもコミュニティケア 神戸市垂水区舞多聞東二丁目６番９号１階 末永　美紀子 2015年02月12日 2018年02月11日

116 岡山市 5260005002341 ○ ○ 認定NPO法人ハート・オブ・ゴールド
岡山市北区西辛川895-7　レジデンスアロー
101号

有森　裕子 ○ 2012年12月14日 2022年12月13日

116 岡山市 9260005003105 ○ ○ 認定NPO法人子どもシェルターモモ 岡山市北区清輝橋1丁目2-9 東　隆司 ○ 2013年02月25日 2023年02月24日

116 岡山市 6260005002373 ○ ○ 認定NPO法人アムダ 岡山市北区伊福町三丁目31番1号 菅波　茂 ○ 2013年05月08日 2023年05月07日

116 岡山市 4260005003010 ○ 認定NPO法人AMDA社会開発機構
岡山市北区蕃山町4番5号　岡山繊維会館3
階

鈴木　俊介 ○ 2013年12月24日 2023年12月23日

116 岡山市 8260005002421 ○
認定NPO法人おかやまエネルギーの未来を
考える会

岡山市北区南方1丁目6-7 廣本　悦子 ○ 2014年08月08日 2024年08月07日

116 岡山市 8260005003114 ○ 認定NPO法人おかやま入居支援センター 岡山市北区広瀬町２－１１ 井上　雅雄 ○ 2015年07月30日 2025年07月29日

116 岡山市 6260005002927 ○ 岡山医師研修支援機構 岡山市北区鹿田町2-5-1 忠田　正樹 2015年10月05日 2020年10月04日

116 岡山市 1260005002915 ○ 認定NPO法人市民オンブズマンおかやま 岡山市北区奥田一丁目11番20号 光成　卓明 ○ 2016年03月31日 2026年03月30日 2013年04月10日 2016年03月30日

116 岡山市 7260005002926 ○ OURG 岡山市北区今二丁目7番1号 那須　保友 2016年12月22日 2021年12月21日

116 岡山市 1260005002898 ○ ○
認定NPO法人日本・ミャンマー医療人育成支
援協会

岡山市北区野田屋町二丁目4番18号 岡田　茂 ○ 2017年09月01日 2022年08月31日

116 岡山市 7260005002496 ○ 認定NPO法人岡山市日中友好協会 岡山市北区錦町5-15 南田辺ビル2F 土井　章弘 ○ 2017年09月26日 2027年09月25日 2015年03月26日 2017年09月25日

116 岡山市 2260005009991 ○ ○ 認定NPO法人ポケットサポート 岡山市北区奥田本町22-2 三好　祐也 ○ 2018年04月13日 2023年04月12日

116 岡山市 9260005010324 ○ 認定NPO法人ヒカリカナタ基金 岡山市北区大元上町12番11号 竹内　昌彦 ○ 2020年07月21日 2025年07月20日

117 広島市 1240005002776 ○ ひろしまチャイルドライン子どもステーション 広島市中区八丁堀７番１１号 上野　和子 2016年02月17日 2021年02月16日

117 広島市 3240005012484 ○ 乳がん患者友の会きらら 広島市東区戸坂くるめ木一丁目２０番２号 中川　圭子 ○ 2016年10月17日 2026年10月16日

117 広島市 2240005002569 ○ コミュニティリーダー ひゅーる ぽん 広島市安佐南区川内６丁目２８番１５号 川口  隆司 ○ 2018年03月01日 2028年02月29日

117 広島市 8240005002902 ○ ベトナム友の会―ヒロシマ
広島市安佐北区口田南2丁目21番16-4号
（久都内宅内）

吉田　基昭 2018年03月14日 2023年03月13日

118 北九州市 3290805004536 ○ 特定非営利活動法人抱樸 北九州市八幡東区荒生田２丁目１番３２号 奥田　知志 ○ 2013年11月26日 2023年11月25日

118 北九州市 6290805005341 ○ ＮＰＯ法人響ホール室内合奏団
北九州市八幡東区西本町三丁目４番３－２０
１号

菊竹　開三 ○ 2016年12月20日 2026年12月19日 2014年12月11日 2016年12月19日

118 北九州市 6290805003650 ○ 特定非営利活動法人ロシナンテス
北九州市小倉北区古船場町１番３５号　北九
州市立商工貿易会館　７階

川原　尚行 ○ 2016年12月28日 2026年12月27日

118 北九州市 9290805008663 ○
特定非営利活動法人フードバンク北九州ライ
フアゲイン

北九州市八幡東区中央二丁目１４番１７号 原田　昌樹 ○ 2021年03月29日 2026年03月28日

118 北九州市 5290805003809 ○
特定非営利活動法人北九州市難聴者・中途
失聴者協会

北九州市戸畑区汐井町１番６号　ウェルとば
た６階

神矢　徹石 2015年12月09日 2018年12月08日

118 北九州市 4290805009071 ○ NPO法人セーバー風・ジャパン 北九州市八幡東区平野一丁目6番1号 小泉　亮一 2022年02月21日 2025年02月20日

119 福岡市 9290005004117 ○
特定非営利活動法人サイエンス・アクセシビ
リティ・ネット

福岡市早良区百道浜三丁目４番１１－１０３
号

鈴木　昌和 ○ 2012年11月29日 2022年11月28日

119 福岡市 9290005003291 ○
特定非営利活動法人チャイルドライン「もしも
しキモチ」

福岡市中央区警固1丁目13番15-404 淵上　繼雄 ○ 2014年03月01日 2024年02月29日

119 福岡市 6290005004342 ○
特定非営利活動法人ＳＯＳ子どもの村ＪＡＰＡ
Ｎ

福岡市中央区赤坂１丁目３－14　ブランシェ
赤坂３F

福重　淳一郎 ○ 2014年05月15日 2024年05月14日

119 福岡市 9290005002970 ○
特定非営利活動法人地域福祉を支える会そ
よかぜ

福岡市博多区銀天町１丁目６番12号 濵﨑　嘉秀 ○ 2015年02月01日 2025年01月31日 2014年03月01日 2015年01月31日

119 福岡市 7290005014051 ○ ＮＰＯ法人ニコちゃんの会 福岡市城南区樋井川6丁目37番8号 森山　淳子 ○ 2015年02月01日 2025年01月31日

119 福岡市 8290005002988 ○
特定非営利活動法人患者の権利オンブズマ
ン

　
久保井　摂（清

算人）
○ 2015年03月01日 2017年05月14日

119 福岡市 1290005013851 ○
特定非営利活動法人障がい者より良い暮ら
しネット

福岡市中央区荒戸3丁目3番39号 服部　美江子 ○ 2015年03月15日 2025年03月14日

119 福岡市 7290005004052 ○ ＮＰＯ法人ハッピーマンマ 福岡市南区野多目一丁目12番15-203号 大野　真司 ○ 2015年03月15日 2025年03月14日

119 福岡市 3290005014014 ○ 認定ＮＰＯ法人にこスマ九州 福岡市南区塩原４丁目３番６－101号 白石　恵子 ○ 2016年06月23日 2026年06月22日

119 福岡市 3290005014625 ○ ＮＰＯ法人エデュケーションエーキューブ 福岡市西区野方１-１９-３３ 草場　勇一 ○ 2016年08月19日 2026年08月18日

119 福岡市 5290005003816 ○ 特定非営利活動法人エスタスカーサ 福岡市南区弥永２丁目１７番１号 鶴田　文隆 ○ 2017年02月10日 2027年02月09日 2015年08月20日 2017年02月09日

119 福岡市 7290005015594 ○ ＮＰＯ法人未来創造ハピネス 福岡市中央区薬院２丁目４番５－８０３号 西田　敬子 ○ 2018年04月18日 2023年04月17日

119 福岡市 8290005013928 ○ ○ ＮＰＯ法人アカツキ
福岡市博多区博多駅東１丁目４番１中良ビル
505号室

雪松　直子 ○ 2018年08月03日 2023年08月02日 2015年08月10日 2018年08月02日

119 福岡市 6290005004004 ○
特定非営利活動法人緩和ケア支援センター
コミュニティ

福岡市西区下山門２丁目９番６号 平野　賴子 ○ 2018年08月14日 2023年08月13日 2015年08月17日 2018年08月13日

119 福岡市 4290005016629 ○ ＮＰＯ法人ピーサポネット 福岡市東区箱崎１丁目10番７号２階 藤野　善孝 ○ 2019年08月23日 2024年08月22日

119 福岡市 6290005003294 ○
特定非営利活動法人福岡・ネパール児童教
育振興会

福岡市中央区赤坂1丁目12番6号 岩中　美奈子 ○ 2019年12月13日 2024年12月12日

119 福岡市 7290005003995 ○
特定非営利活動法人箱崎自由学舎ＥＳＰＥＲ
ＡＮＺＡ

福岡市東区箱崎３丁目１８番８号 樋口　健蔵 ○ 2020年03月05日 2025年03月04日

119 福岡市 3290005003784 ○
特定非営利活動法人ホームレス支援「福岡
おにぎりの会」

福岡市博多区美野島二丁目５番３１号 郡島　俊紀 ○ 2021年12月03日 2026年12月02日

120 熊本市 7330005002398 ○ ＮＰＯ法人　しらさぎ 熊本市東区御領８丁目３番３８号 沼田吉輝 ○ 2015年03月30日 2025年03月29日

120 熊本市 9330005001992 ○
認定特定非営利活動法人　スペシャルオリン
ピックス日本・熊本

熊本市千葉城町５－５０熊本メディアビル４Ｆ 潮谷義子 ○ 熊本県 2015年11月19日 2025年11月18日

120 熊本市 8330005007958 ○ ＮＰＯ法人　消費者支援ネットくまもと 熊本市中央区出水二丁目5番8-205号 青山定聖 ○ 2018年11月20日 2023年11月19日 2015年12月24日 2018年11月19日

120 熊本市 9330005008526 ○ 特定非営利活動法人　優里の会 熊本市東区健軍本町4番21号 黒田　信子 ○ 2020年02月10日 2025年02月09日

120 熊本市 6330005002044 ○ 特定非営利活動法人　九州災害救助犬協会 熊本市西区田崎３丁目１－４ 秋岡　廣宣 ○ 2020年08月18日 2025年08月17日

120 熊本市 9330005010093 ○ NPO法人ポピンズくまもと 熊本市南区畠口町2260番地 内田　良介 ○ 2022年02月25日 2027年02月24日
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