
（令和３年４月12日現在）

No 所在市町 法人名

1 静岡市 特定非営利活動法人静岡県介護支援専門員協会

2 静岡市 特定非営利活動法人ケアデザイン研究所

3 静岡市 特定非営利活動法人エートススポーツフィールド

4 静岡市 特定非営利活動法人静岡リサイクル協会

5 静岡市 特定非営利活動法人グロウンワークス

6 静岡市 特定非営利活動法人だっことおんぶの研究所

7 静岡市 特定非営利活動法人丸子まちづくり協議会

8 静岡市 特定非営利活動法人ＦＳＣＡＭＡ

9 静岡市 特定非営利活動法人Ｇｒｏｗ　ｗｉｓｅ

10 静岡市 特定非営利活動法人しずおか水土里支援機構

11 静岡市 特定非営利活動法人グロス

12 静岡市 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

13 静岡市 特定非営利活動法人卓球交流会

14 静岡市 特定非営利活動法人Ａｎｉｍａｌ３ｒｄＥｙｅｓ

15 静岡市 特定非営利活動法人スリーピース

16 静岡市 特定非営利活動法人日本メイン美風協会

17 静岡市 特定非営利活動法人静岡FIDサッカー連盟

18 静岡市 特定非営利活動法人静岡フィルハーモニー管弦楽団

19 静岡市 特定非営利活動法人オーク

20 静岡市 特定非営利活動法人かっぱらぱ編集室

21 静岡市 特定非営利活動法人今川さん製作委員会

22 静岡市 特定非営利活動法人静岡県学童保育連絡協議会

23 静岡市 特定非営利活動法人ふじのくに情報ネットワーク機構

24 静岡市 特定非営利活動法人ｐｌａｃｅ　ｏｆ　ｐｅａｃｅ

25 静岡市 特定非営利活動法人三保の松原・羽衣村

26 静岡市 特定非営利活動法人日本細胞矯正普及協会

27 浜松市 特定非営利活動法人ラブ・ネイチャーズ

28 浜松市 特定非営利活動法人浜松ライフセービングクラブ

29 浜松市 特定非営利活動法人みんなのおしごと

30 浜松市 特定非営利活動法人日本スポーツ科学協会

31 浜松市 特定非営利活動法人全日本健康音楽研究会

32 浜松市 ＮＰＯ法人浜松ジュニアＲＧ

33 浜松市 特定非営利活動法人浜松フットボールアカデミー

34 浜松市 特定非営利活動法人浜松カルチェクラブ

35 浜松市 特定非営利活動法人市民農業の会

36 浜松市 特定非営利活動法人がん情報局

37 浜松市 特定非営利活動法人ねっとわあくアミダス

38 浜松市 特定非営利活動法人ＡＩ技術研究ネットワーク

39 浜松市 特定非営利活動法人ｎｏｕｒｉｓｈ自然学校

40 浜松市 特定非営利活動法人浜松剣道連盟

41 浜松市 特定非営利活動法人さくら工房

42 浜松市 特定非営利活動法人むらちゃネット

43 浜松市 特定非営利活動法人浜名湖総合スポーツクラブ

44 浜松市 特定非営利活動法人浜松子どもとメディアリテラシー研究所

45 浜松市 特定非営利活動法人ブッダ基金



46 浜松市 特定非営利活動法人園芸セラピーと禅の会

47 浜松市 特定非営利活動法人市民後見センターはままつ

48 浜松市 特定非営利活動法人浜松フロイデ合唱団

49 浜松市 特定非営利活動法人はま婚

50 浜松市 特定非営利活動法人出世の街浜松プロジェクト

51 浜松市 特定非営利活動法人浜名湖観光地域づくり協議会

52 浜松市 特定非営利活動法人浜名湾游泳協会

53 浜松市 特定非営利活動法人まちづくりネットワークＷＩＬＬ

54 浜松市 特定非営利活動法人スモールステップ

55 沼津市 特定非営利活動法人沼津新鮮組

56 沼津市 特定非営利活動法人沼津高等学園

57 沼津市 特定非営利活動法人緑陰の里・興国寺城を復元する会

58 沼津市 特定非営利活動法人フリースクール沼津

59 沼津市 特定非営利活動法人静岡地域教育芸術協会

60 沼津市 特定非営利活動法人静岡県障害者ケアマネジメント従事者ネットワーク

61 沼津市 特定非営利活動法人あしたか芸術村

62 沼津市 特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・静岡

63 沼津市 特定非営利活動法人秋山祐貴子スクウェア

64 熱海市 特定非営利活動法人椿

65 熱海市 特定非営利活動法人ａｔａｍｉｓｔａ

66 三島市 特定非営利活動法人グラウンドワーク三島

67 三島市 特定非営利活動法人富士山ネイチャークラブ

68 三島市 特定非営利活動法人地域活性スクランブルフォーラム

69 富士宮市 特定非営利活動法人富士山スマートエナジー

70 富士宮市 特定非営利活動法人ヴィレッジネーション

71 伊東市 特定非営利活動法人森のボランティア

72 伊東市 特定非営利活動法人アンダーウオータースキルアップアカデミー

73 伊東市 特定非営利活動法人伊豆半島地域活性化支援ＮＰＯ笑顔のきずな

74 伊東市 特定非営利活動法人クラージュスポーツクラブ

75 伊東市 特定非営利活動法人伊東市文化財史蹟保存会

76 富士市 特定非営利活動法人富士明るい社会づくりの会

77 富士市 特定非営利活動法人うぐいすリボン

78 富士市 特定非営利活動法人楽しいことやら座

79 富士市 特定非営利活動法人新しい公共のカタチｔｈｅＦｏｕｒｔｈ

80 富士市 特定非営利活動法人富士スポーツクラブ

81 富士市 特定非営利活動法人静岡県馬術連盟

82 富士市 特定非営利活動法人フジスタイル

83 磐田市 特定非営利活動法人いきいき・いわた

84 磐田市 特定非営利活動法人いわたタウンマネジメント

85 焼津市 特定非営利活動法人パシフィック・ドルフィン

86 掛川市 特定非営利活動法人好きです掛川

87 掛川市 特定非営利活動法人掛川市民オーケストラ協会

88 掛川市 特定非営利活動法人高天神

89 掛川市 特定非営利活動法人時ノ寿の森クラブ

90 藤枝市 特定非営利活動法人夢づくり２１

91 藤枝市 特定非営利活動法人静岡県教育フォーラム

92 御殿場市 特定非営利活動法人ふじさんスポーツコミッション協会



93 御殿場市 特定非営利活動法人御殿場トレーニングセンター

94 御殿場市 特定非営利活動法人御殿場市乗馬普及振興センター

95 袋井市 ＮＰＯ法人やくわり

96 袋井市 特定非営利活動法人健康文化クラブ

97 伊豆市 特定非営利活動法人敬仁会

98 伊豆市 特定非営利活動法人富士トレイルランナーズ倶楽部

99 伊豆市 特定非営利活動法人コトコト企画室

100 伊豆市 特定非営利活動法人伊豆市スポーツ協会

101 伊豆の国市 特定非営利活動法人高原倶楽部

102 伊豆の国市 特定非営利活動法人ユー・アイ・クラブ

103 下田市 特定非営利活動法人海クラブ伊豆

104 下田市 特定非営利活動法人賀茂地区生涯大学葵学園

105 下田市 ＮＰＯ法人ＨＣＬ

106 下田市 特定非営利活動法人下田ライフセービングクラブ

107 河津町 特定非営利活動法人VIVAIZUスポーツクラブ

108 函南町 特定非営利活動法人銀河の里

109 南伊豆町 ＮＰＯ法人伊豆未来塾
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