民
間
企
業
等

Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体

（株）青森銀行
（株）みちのく銀行
東奥信用金庫
（株）東奥日報社
（株）陸奥新報社
読売新聞東京本社青森支局
青森朝日放送（株）
（株）青森テレビ
青森放送（株）
ＮＨＫ青森放送局
（株）エフエム青森
（株）サンブラッソ・エイティーブイ
（株）ビジネスブレイン
（株）青森原燃テクノロジーセンター
エコハウスクリーニング
(有)プラスONE
ＮＨＫ文化センター青森支社
ＮＨＫ文化センター弘前支社
ＮＨＫ文化センター八戸支社
ヨークカルチャーセンター弘前
エルム文化センター
青森ヤクルトスイミングスクール
ヤクルト青森東スイミングスクール
ヤクルト弘前スイミングスクール
ヤクルト八戸スイミングスクール
日本原燃（株）青森情報センター
日本たばこ産業（株）
（株）セミナー青森
（株）ソフトアカデミーあおもり
（株）RAB映像
（株）ＪＭＴＣ八戸教室
トーオー楽器（株）
パソコンスクールＩ・Ｍ・Ｓ
ヨシエ・フラワーアカデミー
ヒロサキバレエカンパニー
弘前ダンス学院
ゆりの木ボウル
問屋町ビジネススクール
王余魚沢倶楽部
障害者支援施設 かもめ苑
（株）)成田本店
青森県書店商業組合
アップルウェーブ株式会社
（株）エフエムジャイゴウェーブ
（株）ビーエフエム
The 企画 エルサーチ
デイサービスさくらの家
企業組合 あおもり万華堂

Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体

ＮＰＯ法人あおもりいのちの電話
ＮＰＯ法人岩木山自然学校
ＮＰＯ法人スポネット弘前
ＮＰＯ法人しごと創造サポート青森
ＮＰＯ法人弘前こどもコミュニティ・ぴーぷる
ＮＰＯ法人子どもネットワーク・すてっぷ
ＮＰＯ法人十和田奥入瀬郷づくり大学

各
種
団
体

ＮＰＯ法人むつ下北子育て支援ネットワークひろば

ＮＰＯ法人ＣＡＰつがる
ＮＰＯ法人白神自然学校一ツ森校
ＮＰＯ法人青森県男女共同参画研究所
ＮＰＯ法人ワースライフ
ＮＰＯ法人菜の花トラストｉｎ横浜町
ＮＰＯ法人はちのへ未来ネット（こどもはっち）
特定非営利活動法人 ういむい未来の里
ＮＰＯ法人Ｊａｐａｎ Ａｏｍｏｒｉ Ａｒｔ
ＮＰＯ法人プラットフォームあおもり
特定非営利活動法人あおもりＩＴ活用サポートセンター

高
等
教
育
機
関

弘前大学
放送大学青森学習センター
青森県立保健大学
青森公立大学
八戸工業高等専門学校
青森大学
青森大学オープンカレッジ
青森明の星短期大学生涯学習センター
青森中央短期大学
青森中央学院大学
東北女子大学
弘前学院大学
弘前医療福祉大学
八戸学院大学・八戸学院短期大学総合研究所

八戸工業大学
北里大学獣医学部
弘前医療福祉大学短期大学部
青森職業能力開発短期大学校
専
修
学
校
等

青森中央文化専門学校
青森中央経理専門学校
青森ビジネス専門学校
青森編物専門学校
弘前ホスピタリティーアカデミー
弘前厚生学院
Ｓ．Ｋ．Ｋ．情報ビジネス専門学校
東北外語学院
八戸あおば高等学院

各 （公財）環境科学技術研究所
種 （財）小原流青森支部
ＮＰＯ法人青森県消費者協会
ＮＰＯ法人あおもりＮＰＯサポートセンター 団 （財）青森県身体障害者福祉団体連合会
体 （財）青森市文化スポーツ振興公社
ＮＰＯ法人生前契約青森ライフサポート
ＮＰＯ法人夢アジア
（財）ねぶたの里福聚館
ＮＰＯ法人セーフティネットあおもり
（財）青森県国際交流協会
ＮＰＯ法人音楽ネット青森
（財）青森県長寿社会振興センター
ＮＰＯ法人空・山・川・海・大地を愛する会
（財）青森県老人クラブ連合会
ＮＰＯ法人 三内丸山縄文発信の会
（財）日本電信電話ユーザ協会青森支部
ＮＰＯ法人ピアネット
（財）六ヶ所村文化振興公社
ＮＰＯ法人 青森県環境パートナーシップセンター
（社）青森観光コンベンション協会
ＮＰＯ法人日本健康運動指導士会青森県支部
（社）青森観光コンベンション協会浅虫支部
ＮＰＯ法人ＩＴ支援ネットあおもり
（社）青森県ろうあ協会
ＮＰＯ法人あおもり男女共同参画をすすめる会
（社）青森県子ども会育成連合会
ＮＰＯ法人青森県健康・体力づくり協会
（社）青森県柔道整復師会
ＮＰＯ法人あおもりラジオくらぶ
（社）青森県鍼灸マッサージ師会
人間塾ＮＰＯ法人レジオン・ラポール
（社）青森市医師会
ＮＰＯ法人青森ヒューマンライトリカバリー
（社）青森市歯科医師会
ＮＰＯファミリー・リカバリー・センター
（社）日本青年会議所東北地区青森ブロック協議会
ＮＰＯ法人エコねっと未来あおもり
「青森県の縄文遺跡群」世界遺産をめざす会
ＮＰＯ法人子育て応援隊ココネットあおもり
２１世紀組織経営研究会
ＮＰＯ法人日本ＹＯＧＡ連盟青森支部
ＣＯＣＯＡあおもり
ＮＰＯ法人十和田ＮＰＯ子どもセンター・ハピたの
healing salon Ten-kara
特定非営利活動法人 夢の里
JICA（ジャイカ）東北
特定非営利活動法人 国際ボランティアセンター青森
Plus+A(プラス・エー)
ＮＰＯ法人 青森ファイナンシャル・アカデミー
あおもりとベンガルをつなぐ会
ＮＰＯ法人コミュニティネットワークキャスト
あおもりメディアリテラシーネットワーク

あおもり子ども劇場
あおもり思春期研究会
あおもり塾同窓会こころクラブ
あすなろ友の会下北支部
あんよ・せらぴー共育研究会
ウィル スポーツクラブ
おひさまプロジェクト
公益財団法人 骨髄移植推進財団
コミュニティカフェでる・そーれ
スポルト青い森グループ
たんぽぽＤＡＮ
チャイルドラインあおもり
つがる衆立大学
ドアドアらうんど青森
ネットワーク「私的に素敵 津軽の女性たち」

ネットワークＡ・Ｌ
ノーマライゼーション推進グループ親子ふれあい会

はちのへウィメンズアクション
プルミエール
ベジフルコミュニティあおもり
ほっとハウスＪｉｎ
ミスパンデープロジェクト
ミスビードルカップ紙飛行機大会実行委員会

みちのくエンカレッジの会
みやこうたを創り楽しむ会
むつ下北地区レクリエーション協会
むつ市レクリエーション協会
ユニカール愛好会
わにっこクラブ
ワン・ニャンを愛する会
安藤昌益資料館を育てる会
医療法人芙蓉会村上病院
医療法人芙蓉会芙蓉会病院
一般社団法人 青森県ユネスコ協会
一般社団法人 青森県歯科医師会
演劇鑑賞会弘前市民劇場
楽絵の会
企画集団プティジュール
企業組合県木住
橋本小学校放課後子ども教室
健康老人の会（ビバ・イン松原）
古牧温泉青森屋
弘前バッハアンサンブル
弘前古文書解読会
弘前古文書教室
弘前読書人倶楽部
国際ロータリー第２８３０地区
国際文化交流クラブ
三戸町放課後子ども教室
三沢市商工会青年部
三内丸山応援隊
社会福祉法人弘前市社会福祉協議会
十和田おいらせ農業協同組合
十和田演劇鑑賞会
小原流いけばな 豊扇会
小川原湖自然楽校
精神障害者地域生活支援センター清里
青い森・科学・ＢＢＬ
青い森のほほえみプロデュース推進協会
青い森ボランティアズクラブ
青森ＬＤ親の会「こんぺいとう」
青森ジュニアオーケストラ
青森ペンクラブ事務局
青森演劇鑑賞協会
青森県すこやか福祉事業団 ライフサポートあおば

青森県タバコ問題懇談会
青森県ペタンク連盟
青森県ボランティア・市民活動センター
青森県映画センター
青森県介護実習普及センター
青森県健康管理士会
青森県考古学会
青森県作業療法士会
青森県視覚障害者情報センター
青森県児童文学研究会

各
種
団
体

市 青森市総合福祉センター
町 青森市市民生活部市民協働推進課
青森県身体障害者福祉センターねむのき会館 村 青森地域広域消防事務組合
青森県生涯学習インストラクターの会
青森市働く女性の家
青森県青年海外協力協会
弘前市企画部企画課
青森県聴覚障害者情報センター
弘前市都市整備部都市計画課
青森県難聴者・中途失聴者協会
八戸市総合政策部市民連携推進課
青森県農業協同組合中央会
八戸市農業交流研修センター
青森古文書解読研究会
黒石市企画財政部企画課まちづくり推進係
青森市カヌー協会
五所川原市総務部企画課男女共同参画室
青森市レクリエーション協会
五所川原市働く婦人の家
青森市国際交流ボランティア協会
十和田市健康福祉部健康推進課
青森市子育てメイト連絡協議会
十和田市農業委員会
青森市中央生涯学習会
三沢市政策財政部広報広聴課
青森乗馬倶楽部
おいらせ町役場総務課
青森瑞泉郷建設委員会
階上町生涯学習まちづくり推進本部
青森中国語の会
市 青森市教育委員会
青森友の会
町 弘前市教育委員会
泉川あそび子どもクラブ
村 八戸市教育委員会
地域活性化協会
教 黒石市教育委員会
地域活動支援センター ラ・プリマベラ地域生活
育
中央寿大学ＳＴＭ会
五所川原市教育委員会
委
中央寿大学院OB会(2010の会)
員 十和田市教育委員会
中泊健康ダンス「べえ子ちゃん」
会 三沢市教育委員会
長島小学校放課後子ども教室
むつ市教育委員会
津軽に学ぶ会
つがる市教育委員会
渡辺源四郎商店
平川市教育委員会
陶芸サークル沙羅の会
平内町教育委員会
道の駅いかりがせき津軽関の庄
今別町教育委員会
独立行政法人海洋研究開発機構むつ研究所
蓬田村教育委員会
日本FP協会 青森支部
外ヶ浜町教育委員会
日本ファインボール協会
鯵ヶ沢町教育委員会
日本フォーピーボール協会
深浦町教育委員会
日本赤十字社青森県支部
西目屋村教育委員会
農業生産法人（有）ＡＮＥＫＫＯ
藤崎町教育委員会
肌・心・体のホリスティックセラピー
大鰐町教育委員会
八戸市社会福祉協議会
田舎館村教育委員会
八戸青果卸売協同組合
板柳町教育委員会
八戸地域職業訓練センター
鶴田町教育委員会
八戸縄文保存協会
中泊町教育委員会
八甲田ボランティアガイドクラブ
野辺地町教育委員会
福祉ボランティア「めんだりカッチャ」の会
七戸町教育委員会
北東北捜索犬チーム
六戸町教育委員会
明治大学校友会青森県支部
横浜町教育委員会
陸羯南会
東北町教育委員会
白戸栄之助航空研究会
六ヶ所村教育委員会
Lesta（レスタ）
おいらせ町教育委員会
弘前文学学校
大間町教育委員会
（公社）青森県看護協会
東通村教育委員会
青森県キャンプ協会
風間浦村教育委員会
おはなし会「りんごっこ」
佐井村教育委員会
（公社） 青森県観光連盟
三戸町教育委員会
浪岡文化協会
五戸町教育委員会
地域文化発信団 ＤＡＮＺ
田子町教育委員会
青森市浪岡細野山の家
南部町教育委員会
「津軽」語りスト
階上町教育委員会
Aomori Off Campus Community
新郷村教育委員会
あおぞら組
視 青森市視聴覚ライブラリー
青森市女性会議連絡会
聴 東津軽郡視聴覚教育協議会
公益社団法人 青森県社会福祉士会
覚
公益社団法人 弘前観光コンベンション協会 ラ 弘前市視聴覚ライブラリー
Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ（レゾナンス）
イ 八戸市視聴覚センター
Ｗｏｍｅｎ’ｓ Ｖｉｓｉｏｎ（ウィメンズ ビジョン） ブ 五所川原市視聴覚ライブラリー
地域交流育成福祉活動支援団体 おひさまの村 ラ 十和田市視聴覚センター
リ
公益社団法人あおもり被害者支援センター ー 公立上北視聴覚ライブラリー
佐々木会
下北地方視聴覚教育協議会
日本語学習支援「青い森」
国 青森地方裁判所・青森家庭裁判所
是空会（これからかい）
市民による国際協力実行委員会
東北森林管理局青森事務所
合唱団ＴＳＵＧＡＲＵ
東北地方整備局高瀬川河川事務所
カッチャート・プロジェクト
県 エネルギー総合対策局 ＩＴＥＲ支援室
青森日本語クラブ
関 環境生活部県民生活文化課
あしゅまる・ひろば
係
青森県レクリエーション協会
環境生活部青少年・男女共同参画課
青森市パークゴルフ協会
環境生活部環境政策課
環境生活部自然保護課
市 青森市環境部清掃事業所清掃管理課
環境生活部県境再生対策室
町 青森市保健所健康づくり推進課
観光国際戦略局まるごとあおもり情報発信チーム
村 青森市民図書館
企画政策部企画調整課
青森県女子体育連盟
青森県商工会議所連合会

（平成２６年１１月現在）
県 企画政策部情報システム課
関 企画政策部人づくり戦略チーム
係 健康福祉部こどもみらい課
健康福祉部障害福祉課
商工労働部工業振興課
商工労働部国際交流推進課
商工労働部労政・能力開発課
弘前高等技術専門学校
むつ高等技術専門校
農林水産部構造政策課
県土整備部都市計画課
県土整備部高規格道路・津軽ダム対策課
東青地域県民局地域健康福祉部こども相談総室

若年者就職支援センター
産業技術センター
地方独立行政法人産業技術センター工業総合研究所

子ども家庭支援センター
男女共同参画センター
青森県下北県民局
県
立
学
校

青森西高等学校
青森東高等学校平内校舎
青森北高等学校
青森北高等学校今別校舎
北斗高等学校
浪岡高等学校
弘前南高等学校大鰐校舎
八戸中央高等学校
鯵ヶ沢高等学校
五所川原高等学校
板柳高等学校
中里高等学校
尾上総合高等学校
野辺地高等学校
七戸高等学校
百石高等学校
十和田西高等学校
田名部高等学校
田名部高等学校大畑校舎
大湊高等学校川内校舎
大間高等学校
五所川原農林高等学校
柏木農業高等学校
三本木農業高等学校
名久井農業高等学校
青森工業高等学校
弘前工業高等学校
八戸工業高等学校
南部工業高等学校
十和田工業高等学校
むつ工業高等学校
八戸水産高等学校
弘前実業高等学校
弘前実業高等学校藤崎校舎
八戸商業高等学校
黒石商業高等学校
三沢商業高等学校
盲学校
青森聾学校
青森第一高等養護学校
青森第二高等養護学校
八戸第一養護学校
森田養護学校
七戸養護学校
青森若葉養護学校

教
育
庁
関
係

学校教育課
生涯学習課
スポーツ健康課
文化財保護課
埋蔵文化財調査センター
県立図書館

他

あおもり県民カレッジ学友会６団体
（東青・中南・三八・まさかり・十和田あすなろ・西北）

