
所在市町村名 青森県地域づくりネットワーク推進協議会　登録団体名 賛助会員
1 青森市 社団法人　青森青年会議所
2 青森市 特定非営利活動法人　グリーンエネルギー青森 ○
3 青森市 特定非営利活動法人　青森県環境パートナーシップセンター
4 青森市 青森空港振興会議
5 青森市 チャイルドラインあおもり
6 青森市 NPO法人　青い森空間創造女性会議 ○
7 青森市 特定非営利活動法人　青森編集会議
8 青森市 特定非営利活動法人　あおもりラジオくらぶ ○
9 青森市 ういむい未来の里地域協議会 ○

10 青森市 特定非営利活動法人あおもりNPOサポートセンター
11 青森市 細越ホタルの里の会
12 青森市 あおもりナマコブランド化協議会
13 青森市 特定非営利活動法人　プラットフォームあおもり
14 青森市 青森県レクリエーション協会 ○
15 青森市 青森盆踊りまつり協議会
16 青森市 スポルト青い森グループ
17 青森市 青森県ユニカール協会
18 青森市 特定非営利活動法人あおもり若者プロジェクト　クリエイト
19 青森市 一般社団法人　政策集団地域再生青森会議 ○
20 青森市 カッチャート・プロジェクト
21 青森市 特定非営利活動法人おどろ木ネットワーク ○
22 青森市 KHJ青森県支部　青森さくらの会 ○
23 青森市 浅虫まちづくり協議会
24 青森市 自立生活センターPingあおもり
25 弘前市 岩木山観光協会 ○
26 弘前市 常盤野地域活性化プロジェクト実行委員会 ○
27 弘前市 沢田ろうそくまつり実行委員会
28 弘前市 NPO法人　harappa
29 八戸市 南部州デザイン会議
30 八戸市 八戸歴史研究会
31 八戸市 アスネットねぎし
32 八戸市 特定非営利活動法人　循環型社会創造ネットワーク
33 八戸市 新田城まつり運営委員会
34 八戸市 一般財団法人　VISITはちのへ
35 八戸市 八戸海洋少年団
36 八戸市 まちなかミュージアムワークショップ ○
37 八戸市 安藤昌益資料館を育てる会 ○
38 八戸市 特定非営利活動法人　はちのへ未来ネット
39 八戸市 酔っ払いに愛を実行委員会
40 八戸市 八戸地域　神事流鏑馬　再興会 ○
41 八戸市 はっち市実行委員会
42 八戸市 NPO法人地域活性化教育支援ネットワーク
43 黒石市 山形地区住みよい環境推進協議会
44 黒石市 上十川地区振興協議会 ○
45 五所川原市 津軽鉄道サポーターズクラブ ○
46 五所川原市 一般社団法人　五所川原市観光協会
47 五所川原市 特定非営利活動法人　かなぎ元気倶楽部 ○
48 五所川原市 つながる絆パーティー
49 五所川原市 津軽のわ実行委員会
50 五所川原市 コミュニティカフェ　でる・そーれ
51 五所川原市 特定非営利活動法人　子どもネットワーク・すてっぷ
52 五所川原市 なんでもかだるべし～うら ○
53 五所川原市 安藤の郷応援隊
54 五所川原市 暮らしの応援隊
55 五所川原市 白戸栄之助航空研究会
56 五所川原市 飯詰を元気にする会
57 十和田市 アクション２１
58 十和田市 特定非営利活動法人　プロ・ワークス十和田
59 十和田市 十和田バラ焼きゼミナール ○
60 十和田市 新渡戸記念館ボランティアＫｙｏｓｏｋｙｏｄｏ ○
61 十和田市 非営利活動法人　八甲田自然塾 ○
62 十和田市 一般社団法人　十和田奥入瀬観光機構
63 十和田市 十和田発酵食文化協会



所在市町村名 青森県地域づくりネットワーク推進協議会　登録団体名 賛助会員
64 三沢市 特定非営利活動法人テイクオフみさわ ○
65 三沢市 お助けマンクラブ ○
66 三沢市 Misawa Art Project
67 むつ市 ボランティアグループ まちづくり倶楽部 ○
68 むつ市 認定特定非営利活動法人　斗南どんどこ健康村 ○
69 むつ市 イカす大畑カダル団
70 むつ市 むつ市生活介護サポーター連絡協議会（りんどうの会） ○
71 むつ市 特定非営利活動法人川内ラブ栄寿国 ○
72 むつ市 特定非営利活動法人いきいき半島下北 ○
73 むつ市 ボランティアむつの会 ○
74 つがる市 エールの会
75 つがる市 稲垣「藁の会」
76 つがる市 つがる市姉妹都市協会
77 つがる市 特定非営利活動法人　つがる夢庭志仙会
78 つがる市 特定非営利活動法人元気おたすけ隊 ○
79 つがる市 DANZ
80 つがる市 縄文荒吐会
81 つがる市 特定非営利活動法人　つがる縄文の会
82 つがる市 特定非営利活動法人　つがる野文庫の会
83 つがる市 岩木川環境公共ネットワーク協議会 ○
84 平内町 未来創造ひらない塾 ○
85 平内町 平内町商工会 ○
86 平内町 藤沢活性化協議会 ○
87 蓬田村 蓬田村地域活性化研究会
88 鰺ヶ沢町 グリーンパワー鰺ヶ沢
89 藤崎町 藤崎いきいきクラブ ○
90 大鰐町 OH！！鰐　元気隊 ○
91 大鰐町 あじゃらで遊ぶ ○
92 大鰐町 環境美化の会
93 大鰐町 あじゃらサイクル協議会
94 田舎館村 田舎館村むらおこし推進協議会 ○
95 田舎館村 「田園」未来を築く会 ○
96 中泊町 中泊町ホタルの会
97 中泊町 起きて夢見る会
98 中泊町 こどまり新鮮朝市実行委員会
99 野辺地町 野辺地町観光協会

100 七戸町 しちのへひなまつりの会 ○
101 七戸町 七戸町商工会女性部
102 横浜町 よこはまホタル村 ○
103 横浜町 横浜町郷土芸能保存会
104 横浜町 横浜町・南部手踊り保存会
105 東北町 おがわら湖商店会 ○
106 おいらせ町 古間木山連合町内会
107 東通村 東通★東風塾 ○
108 佐井村 アルサス活性化協議会
109 佐井村 特定非営利活動法人シルバー ○
110 南部町 支え合いネットワークなんぶ ○
111 南部町 アートセンターめいぷる
112 南部町 特定非営利活動法人なんぶねっと ○
113 南部町 南部町文化サポーター ○
114 南部町 三戸地方青果商業組合青年部　青菜会

R3.3.1現在 現登録団体数 122
上記のうち、HP掲載可能であるもの 114

賛助会員 50
上記のうち、HP掲載可能であるもの 46


