
都道府県名 市町村名 団体情報名 団体数 索引

北海道 札幌市 登録団体一覧 188 活動分野別

北海道 千歳市 市民公益活動団体登録一覧 活動分野別

青森県 むつ市 ＮＰＯ法人一覧 14

岩手県 盛岡市 もりおかＮＰＯガイドブック 活動分野別

宮城県 塩竈市 市民活動団体一覧 44

秋田県 秋田県市民活動情報ネット 843 活動分野別

山形県 山形市 市民活動団体情報 活動分野別

福島県 相馬市 地域社会活動団体一覧 47 五十音順

茨城県 取手市 ボランティア・市民活動団体情報 30 活動分野別

栃木県 ＮＰＯ・ボランティア団体検索 活動分野・市町村別

群馬県 桐生市 市民活動団体一覧 149 活動分野別

埼玉県 ボランティア・市民活動団体情報一覧

埼玉県 入間市 市民活動センター登録団体一覧 86

埼玉県 越谷市 市民活動団体リスト 40 活動分野別

千葉県 「ちばＮＰＯ情報館」内　団体情報一覧 36

千葉県 南房総市 市民活動団体一覧 70

千葉県 流山市 市民活動団体一覧 37 活動分野別

千葉県 白井市 市民活動団体 6

東京都 清瀬市 市民活動団体 76 活動分野別

東京都 世田谷区 市民活動団体の一覧 131

東京都 小金井市 ネットＮＰＯセンター(活動団体紹介） 68 活動分野別

神奈川県 （相模湾沿岸地域） 相模湾沿岸地域・市民活動団体等一覧 104 活動分野別

神奈川県 鎌倉市 NPO(市民活動団体)紹介 299 五十音順・活動分野別

神奈川県 平塚市 市民活動団体情報ファイル 300 五十音順・活動分野別

神奈川県 伊勢原市 市民活動団体の一覧 115 活動分野別

神奈川県 横浜市 登録団体情報 1058 活動分野別

神奈川県 藤沢市 登録団体データベース 416 活動分野別

http://www.scn-net.ne.jp/~hira-sc/dantai1.htm

http://www.isehara.org/1_syokai/1_itiran.html

http://www.npo-c-city-yokohama.jp/db/

http://center.f-npon.jp/dantai/php/

http://city.shiroi.chiba.jp/iexcms/list/category/329

http://park17.wakwak.com/~kiyosesimin/01dantai.htm

http://ecodriveclub.net/dantai-list.php

http://kvac.jp/~netnpo_center/

http://www.sagamiwan-network.jp/group/grouplist.php

http://www.kcn-net.org/npo/

http://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama03/volunteer/exec/group/list/area/2/

http://iruma-skc.seesaa.net/article/20022383.html

http://koshigaya-katsudo.ksmy.net/list.htm

http://chibanowa.canpan.info/dantai_list.html

http://civil.mboso-etoko.jp/group/index.asp

http://www.city.nagareyama.chiba.jp/shimindantai/index.html

http://www.akita-kenmin.jp/npo/cgi/dantai/WorkGroupResult.asp

http://www.yamagata-npo.jp/modules/d6/

http://www.city.soma.fukushima.jp/benri/kurasi/npo/list_tiiki.asp

http://www.i-toride.jp/volun_shimin/volun_shimin.html

http://www.tochigi-vnpo.net/db/g_search.html

http://www.city.kiryu.gunma.jp/web/home.nsf/ac46045db7568f4749256a06002aa8f2/172da12f34263d6b4925712600056a61?OpenDocument

ＵＲＬ

http://www2.city.sapporo.jp/shimin/support_hot/organization_list/index.html

http://www.city.chitose.hokkaido.jp/index.cfm/82,40225,110,503,html

http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/14,12667,57,705,html

http://www.morioka-npo.net/gb/index.html

http://www.city.shiogama.miyagi.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=730



新潟県 見附市 市民活動・ボランティア登録団体データベース 84 五十音順・活動分野別

富山県 高岡市 市民活動参加団体 43 五十音順・活動分野別

石川県 羽咋市 市民活動団体登録一覧 26

福井県 越前市 市民活動団体一覧 174 五十音順・活動分野別

福井県 鯖江市 市民活動団体一覧 83 活動分野別

山梨県 塩尻市 市民活動団体・ＮＰＯ活動団体の一覧 18

長野県 団体・サークル情報 1154 分類・地区

長野県 東御市 市民活動団体の紹介 49

長野県 上田市 上田市の市民団体一覧 177 五十音順

岐阜県 高山市 登録市民活動団体一覧 88

静岡県 三島市 市民活動センター登録団体 201 分類

愛知県 守谷市 市民活動団体紹介 183 活動分野別

愛知県 犬山市 市民活動団体一覧表 70

愛知県 豊川市 ボランティア・市民活動団体 244 活動分野別

愛知県 豊田市 団体情報一覧 270 活動分野別

三重県 松阪市 市民活動団体一覧 624

滋賀県 大津市 市民活動団体情報 122 活動分野別

京都府 京都市 団体情報 1122

大阪府 岸和田市 市民活動団体データベース　 43 五十音順

兵庫県 西宮市 市民交流センター登録団体名簿 99 五十音順

奈良県 御所市 市民活動団体一覧 22 五十音順

和歌山県 紀ノ川市 NPO・市民活動団体一覧 13

和歌山県 田辺市 市民活動センター登録団体一覧130 五十音順

鳥取県 鳥取市 登録団体一覧 151

島根県 ＮＰＯ登録団体一覧 46

岡山県 美作市 市民活動団体一覧 24

広島県 大竹市 市民活動団体一覧 活動分野別

山口県 山口市 市民活動登録団体 217 活動地域・活動分野

徳島県 徳島市 活動団体一覧 185 五十音順

http://www.city.mimasaka.lg.jp/npo/npo.htm

http://www.city.otake.hiroshima.jp/shiminsankaku/0831simindantai-idx.html#bm01

http://www.saporant.jp/e-lib/

http://www.tk2.nmt.ne.jp/~nposhimin/ichiran.htm

http://www.city.gose.nara.jp/gyousei/kikaku/11volunteer03.html

http://www.city.kinokawa.lg.jp/chiiki/npodanntai2009-3-13.html

http://www.aikis.or.jp/~cacenter/touroku_dantai.htm

http://www.tottoricity-syakyo.or.jp/tvc/capc/group.html

http://www.pref.shimane.lg.jp/npo/fund/group.html

http://toyota-shiminkatsudo.net/gnkt06/pub/group_list_category.php

http://www.katsudou.com/center/touroku-g/gr1.html

http://www.otsu-npovol.jp/modules/newdb/select.php?id=1

http://v.hitomachi-kyoto.jp/collective/infoco.rbx

http://www.city.kishiwada.osaka.jp/site/kyoudou/touroku-dantai-junban.html

http://www.nishi.or.jp/homepage/chiiki/shimin-dantai/index.html

http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/ht/jiti/070406141106834/070929233518156/index.html

http://www.city.takayama.lg.jp/shisui/simindantaiitiran.html

http://www.city.mishima.shizuoka.jp/npovol/dantaimain.html

http://pvmoriya2004.fureai.jp/dantai/

http://www.city.inuyama.aichi.jp/community/katsudo/dantai/index.html

http://www.toyokawa-shakyo.or.jp/volunteer/dantai.html

http://www.city.hakui.lg.jp/sypher/www/info/detail.jsp?id=706

http://www.city.echizen.lg.jp/office/130/030/siminkatudoudantai/top.html

http://www.sabae-npo.org/doyano/dantai/index.html

http://www.city.shiojiri.nagano.jp/ctg/200016/200016.html

http://www.ll.pref.nagano.jp/

http://www.city.tomi.nagano.jp/matidukuri/shi-katsudo/1200616110_3763.html

http://www.city.mitsuke.niigata.jp/kbn/741330/741330.html

http://takaoka.hometown.jp/



香川県 丸亀市 市民活動団体 58 五十音順

愛媛県 新居浜市 市民活動団体一覧 129

高知県 ボランティア・ＮＰＯ団体情報 活動分野・市町村別

福岡県 筑後市 市民活動団体 29 五十音順

佐賀県 佐賀市 市民活動団体データベース 281 活動分野別

長崎県 ボランティア・市民活動団体・小地域活動団体等一覧 活動地域・活動分野

長崎県 対馬市 市民活動団体一覧 46 五十音順

熊本県 宇土市 NPO・ボランティア団体等の市民活動団体一覧 24

大分県 ＮＰＯ情報バンク 387 市町村別

宮崎県 日南市 市民活動団体一覧表 15

宮崎県 西都市 市民活動団体名簿 13

鹿児島県 鹿屋市 市民活動団体 活動分野別

沖縄県 ＮＰＯ法人データベース 422 活動分野・市町村別

http://www.onpo.jp/search/index.html

http://www.city.nichinan.lg.jp/modules/downloads/index.php?page=singlefile&cid=10&lid=382

http://www.city.saito.miyazaki.jp/display.php?cont=100209160651

http://www.e-kanoya.net/htmbox/shiminkatsudou/s_katudo_ichiran.html

http://www.npo-okinawa.jp/

http://www.npo-hiroba.or.jp/lc/06/search/index.cgi

http://www.city.chikugo.fukuoka.jp/gyousei/npo/dantai/dantai_16.htm

http://www.isquaresaga.jp/modules/weblinks/

http://www.nagasaki-pref-shakyo.jp/search_volunteer/vol_list.php

http://www.city.uto.kumamoto.jp/jichi/shimin/all.html

http://www.city.marugame.kagawa.jp/itwinfo/cl1000211/

http://www.n-syakyo.jp/v-center/html/list.html

http://www.city.tsushima.nagasaki.jp/policy/policy04_kensaku_01.html


