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1 まんがん 那覇市泊１丁目５番地の８ 平成11年6月28日 平成19年10月15日

2 しゅくな 南城市佐敷字冨祖崎１番地 平成12年7月7日 平成19年10月15日

3 宮古ウェルネス会 平良市字平良西里２２１番地 平成13年11月30日 平成19年10月15日

4 芳香植物ひと鉢ひと坪運動若夏会
中頭郡嘉手納町字水釜566番地
の１

平成14年3月29日 平成19年10月15日

5 自然回帰舎 国頭郡本部町字山里615番地 平成14年12月12日 平成19年10月15日

6 国際親善・交流サポートセンタ 浦添市伊祖２丁目８番9-701号 平成13年7月19日 平成19年11月9日

7 国際知的所有権管理保護機構沖縄 那覇市字楚辺276番地 平成14年5月31日 平成19年11月9日

8 ヒューマンネットサービスゆんたの会 那覇市具志１丁目１番11号 平成14年7月25日 平成20年1月18日

9 沖縄サッカー振興基金
島尻郡南風原町字新川287番地
の６

平成12年7月7日 平成26年11月21日

10 シー・カナリー 浦添市西原六丁目25番８号 平成12年12月26日 平成26年11月21日

11 環境いきいき沖縄ネットワーク 那覇市小禄822番地の１８ 平成13年5月28日 平成26年11月21日

12 陽だまりの庭 名護市字嘉陽56番地 平成14年3月22日 平成26年11月21日

13 たいあん 浦添市西原２丁目６番２号 平成17年11月29日 平成26年11月21日

14 沖縄ひとびと福祉事業団 那覇市泊二丁目９番１２号 平成18年4月17日 平成26年11月21日

15 観光保養統合医療研究会
那覇市牧志２－１６－４５
統合医療ビル２階

平成19年3月2日 平成26年11月21日

16 沖縄県青少年ゴルファー支援センター 浦添市宮城６丁目15番１号 平成12年11月27日 平成26年12月3日

17 水を守る会
宮古島市字平良下里４８２番地1
号室

平成14年9月17日 平成26年12月3日

18 ＮＰＯ琉球ＷＯＲＬＤ ＣＵＬＴＵＲＥ 沖縄市南桃原２丁目９番２号 平成15年2月25日 平成26年12月3日

19 沖縄百縁振興会
那覇市字天久955番地５　三恵マ
ンションA-101

平成15年6月27日 平成26年12月3日

20 やまびこの会 浦添市牧港二丁目54番２号 平成15年10月21日 平成26年12月3日
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21 ティーンズサポートＮＰＯ 那覇市首里崎山町３丁目34番地 平成16年12月14日 平成26年12月3日

22 西表国立公園を守り育てる会 竹富町字南風見508番地の12 平成17年5月24日 平成26年12月3日

23 地球友の会沖縄委員会
那覇市安謝1丁目9番19号301
有限会社ホット・ワーク内

平成19年2月20日 平成26年12月3日

24 EAE 名護市字瀬嵩35番地1 平成19年3月27日 平成26年12月3日

25 障害者支援ねっとわーく宇宙 那覇市首里山下町８－２３ 平成19年10月31日 平成26年12月3日

26 沖縄工芸・デザイン推進機構 那覇市古島2丁目１５番６番地 平成18年2月6日 平成26年12月3日

27 ＮＰＯチャンプルーツーリズム協会 那覇市久茂地3－21-1 平成15年3月10日 平成27年7月29日

28 沖縄ガイドヘルパー協会 沖縄市上地２丁目13番８号 平成19年10月24日 平成27年7月29日

29
イチャリバチョーデー・ゆんたく広場
ヒューマンセーフティネット

那覇市三原２丁目32番８号 平成11年6月28日 平成27年7月29日

30 うるま東方
うるま市与那城屋慶名1200番地
１

平成20年1月17日 平成27年7月29日

31 日本健康運動スポーツ協会 那覇市銘苅２丁目３番６号 平成20年4月23日 平成27年7月29日

32 リープ 宜野湾市伊佐２丁目１１番１号 平成20年11月27日 平成27年7月29日

33 美ら島・ちゅら心の会
宜野湾市新城二丁目40番２－
202号

平成19年12月3日 平成27年7月29日

34 金武湾を蘇生させる会 うるま市石川石崎二丁目１番 平成16年6月4日 平成27年7月29日

35 ぢゃんな琉球古典音楽研究所
中頭郡嘉手納町字屋良６３７番
地１

平成18年2月17日 平成27年7月29日

36 ソーバーキャンプ 豊見城市字嘉数６７１番地の１１ 平成21年3月9日 平成27年7月29日

37 障がい者就労支援の会 石垣市字白保１４３６番地の２０７ 平成21年3月31日 平成27年7月29日

38 アートワールド協会
宮古島市下地字与那覇１０３８番
地６

平成13年4月4日 平成27年7月29日

39 ジャパン沖縄ジュニアポリスコール
那覇市久茂地３丁目４番１０号久
茂地ＹＡＫＡビル１階

平成17年5月24日 平成29年3月31日

40 沖縄安全・安心まちづくりステーション 那覇市久茂地３丁目４番１０号 平成17年10月7日 平成29年3月31日
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41 共生の里 名護市字辺野古１４０番地 平成16年2月25日 平成29年3月31日

42 Okinawa Aikyou Academy 那覇市牧志１丁目３番５４号 平成15年7月11日 平成29年3月31日

43 金武町観光ネットワーク 金武町字伊芸１９６６番地 平成21年4月1日 平成29年3月31日

44 ゆくいの杜 宜野湾市大山２丁目１５番１１号 平成20年10月28日 平成29年3月31日

45 南城市の産業と文化を考える会 南城市佐敷字津波古１０８１番地 平成25年1月18日 平成29年3月31日

46 未来の種
石垣市美崎町２番地　大和ビル
1Fココプル内

平成22年8月19日 平成29年3月31日

47 沖縄コアラ
那覇市三原１丁目２６番３２号
安慶田アパート１０２

平成22年7月30日 平成29年3月31日

48 しまんちゅ活力支援隊
中城村字和宇慶８２５番地の３
コーポ新垣１階

平成22年12月17日 平成29年3月31日

49 地球友の会沖縄協会 豊見城市字高安２５２－５ 平成20年6月6日 平成29年3月31日

50 フロンティア
宜野湾市志真志３丁目７番１２－
５０３号　ハッピーライフイン

平成23年5月23日 平成29年3月31日

51 フェローシップおきなわ
那覇市赤嶺２丁目５番１号　県営
赤嶺市街地住宅７棟６０２号

平成18年10月12日 平成29年3月31日

52 沖縄県環境保全委員会 石垣市字新川１７７番地の２ 平成20年6月25日 平成29年3月31日

53 スオウの木の会
八重山郡竹富町字南風見２０１
番地の７９

平成24年9月5日 平成29年3月31日

54 地域活性化プロジェクト
宜野湾市我如古２丁目１８番１１
－１０３号　ハッピーハウス

平成23年4月28日 平成29年3月31日

55 トータルエイジ
沖縄市高原４丁目２４番１１号
照一アパート２Ｆ－Ａ

平成24年1月20日 平成29年3月31日

56 ゆいベース・エル
浦添市当山２丁目６番１－７０
３号

平成16年1月9日 平成29年9月25日

57 ビーパ沖縄
中頭郡読谷村字大湾３６８番
地

平成21年1月16日 平成29年9月25日

58 美らまちづくり・もとぶ
国頭郡本部町字渡久地１３３
番地

平成23年2月22日 平成29年9月25日

59 EcoSPO
那覇市山下町３０番１２号　高
良ビル１F

平成23年3月28日 平成29年9月25日

60 ＫＡＮＡＴＡ
国頭郡恩納村字冨着１３８番
地４　ビーチサイド喜納１F

平成23年7月26日 平成29年9月25日
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61 沖縄県視覚支援研究所
那覇市松山２丁目１４番１号
６０２号室

平成23年9月28日 平成29年9月25日

62 やんばる幸せの里
国頭郡本部町字東４８４番地
１

平成23年10月18日 平成29年9月25日

63 沖縄鍼灸一期一笑
那覇市久米２丁目１１番２６号
幸福ビル３０２

平成25年3月25日 平成29年9月25日

64 ニライカナイクラブ 宮古島市城辺字保良５４６番地５ 平成13年1月29日 平成30年7月18日

65 沖縄人材戦略実践センター 那覇市字銘苅２０３番地 平成14年6月27日 平成30年7月18日

66 村おこしネット
国頭郡本部町字具志堅１３３４番
地

平成18年4月20日 平成30年7月18日

67 ちゅらしまフォトミュージアム 宜野湾市新城２丁目39番8号 平成20年10月2日 平成30年7月18日

68 与那国げんき応援団
那覇市字天久１１８８番地１
ニューライフ天久７０２

平成21年4月1日 平成30年7月18日

69 チーム北中城ネット
中頭郡北中城村字和仁屋73番
地

平成22年10月8日 平成30年7月18日

70 がんじゅうふぁみりー
うるま市江洲４９２－１０
レオネクストハピネス３０５号

平成23年11月14日 平成30年7月18日

71 西表島自然保護協会
八重山郡竹富町字西表６１７番
地

平成23年9月21日 平成30年7月18日

72 ピースネットワーク うるま市石川２５５０番地７ 平成25年5月15日 平成30年7月18日

73 わした木工技能伝承会
島尻郡八重瀬町字世名城７７４
番地１

平成25年10月10日 平成30年7月18日


