
2019/3/31現在

連番 市町村名 団体名 担当者氏名
1 宮崎橋の日実行委員会 鶴羽　浩
2 スマイル・らいふ宮崎 田中　久美
3 Life　estate 瀬尾　直聰
4 宮崎ハマユウ会 堀内　理美子
5 特定非営利活動法人みやざき子ども文化センター 長谷川　恵子
6 大地と健康を守る　宮崎なっぱの会　 木佐貫　文代
7 高岡町たかおか再発見グループ 木下　捨治
8 特定非営利活動法人みやざき男女共同参画推進機構 河野　美智子
9 徒歩を楽しむ会 貞原　信義

10 みやざき女性政策研究会 岡﨑　順子
11 特定非営利活動法人ハートスペースＭ 佐藤　以津子
12 特定非営利活動法人ドロップインセンター 長友　みほ
13 特定非営利活動法人チャイルドラインみやざき 後藤　幾子
14 エコを実践する赤江の会 黒木　啓子
15 特定非営利活動法人ハートム 原田　聡美
16 特定非営利活動法人みんなのくらしターミナル 初鹿野　万貴
17 わ・わ・わ（話・和・輪）清武 岩村　洋子
18 田野まちづくり協議会 松浦　健次
19 トライアンフ 野元　健作
20 特定非営利活動法人宮崎文化本舗 山内　研二
21 有限会社サン・グロウ 濱門　康三郎
22 株式会社アイロード 柿木　真一
23 特定非営利活動法人ドリームサポート 野元　健作
24 まちづくりＧＩＦＴ 齋藤　潤一
25 特定非営利活動法人大淀川流域ネットワーク 早瀬　盟子
26 特定非営利活動法人みやざき教育支援協議会 川﨑　郁夫
27 ＴＡＮＯしっちゃが田野 大西　崇雄
28 特定非営利活動法人みやざき技術士の会 下津　義博
29 みやざき舞妓レディ 鈴木　美代子
30 特定非営利活動法人教育ファーム宮崎・綾 大野　成浩
31 道守みやざき会議 山内　研二
32 まちづくり研究協会 熊野　稔
33 みやざき地域おこし協力隊活性化委員会 大内　康勢
34 拾円玉生活圏フォーラム０９８６会 中村　光彦
35 おしゃれな仲間たち 加藤　浩一
36 都城市小松原地区新地域元気づくり計画策定委員会 豊丸  純一
37 金御岳紅葉の森づくり委員会 堀之内  芳久
38 都城日米協会 松浦　俊介
39 横市ひっとぼ会 中村　敏郎
40 都城めだかの学校 永田　勇作
41 どんぐり１０００年の森をつくる会 德永　貢
42 みやこんじょ力俥組合 中村　光彦
43 都城建築塾 向中野　正光
44 都城市生活学校連絡会 有馬　妙子
45 花ふぶき一座（みんなのふれあい広場） 宮田  若奈
46 SIESTA（シエスタ） 元野  広慈
47 東岳川清流会 海江田　久
48 山之口町商工会青年部 江川　康一
49 特定非営利活動法人高城歴史文化のまちづくりフォーラム 四本　隆志
50 ばあばの知恵袋さくら 末永　陽子
51 かかし村グリーン・ツーリズム研究会 吉見　カツ子
52 鍋ふれあい加工グループ 中津　チリ子　
53 遊学塾 種子田　義男
54 特定非営利活動法人劇団三喜 冨永　千鶴子
55 特定非営利活動法人明朗会 新内　友靖
56 都城盆地博覧会実行委員会 佐土原　太志
57 特定非営利活動法人手仕事舎そうあい 蒲生　芳子
58 特定非営利活動法人正応寺ごんだの会 石井　和郎
59 親子コミュニティーりんごの木 鬼束　里子
60 ライフサポートセンターＨＡＰＰＹ 八反田　久実
61 庄内地区まちづくり協議会 朝倉　脩二
62 横市地区まちづくり協議会 坂元　三郎
63 ほっとサロン～こどもにもママにもやさしい時間を～ 小林　隆子
64 妻ヶ丘地区まちづくり協議会 川崎　沙織
65 ○○魅力向上委員会 小岩屋　康代

宮崎県地域づくりネットワーク協議会加盟団体一覧

宮崎市

都城市



連番 市町村名 団体名 担当者氏名
66 あなたの街の応援団 榎木　やすよ
67 H・P・ミュージック・サポート 牧原　峰男
68 志和池地区まちづくり協議会 宮原　耕輔
69 “住みよいまち沖水”協議会 木下　　章
70 都城市社会福祉協議会　ボランティア福祉共育おうえんセンター 内田　文子
71 都城市高崎地区まちづくり協議会 丸田　公舟
72 延岡のぼりざる倶楽部 上田　耕市
73 延岡異業種交流プラザ 稲田　義美
74 延岡史談会 山口　孝司
75 延岡市ＳＡＰ会議 橋口　美代子
76 延岡市生活学校連絡協議会 和田  ヒデ子
77 延岡走ろう会 長渡　靖夫
78 城山ガイド・ボランティアの会 九鬼　　勉
79 特定非営利活動法人のべおか天下一市民交流機構 福田　政憲
80 特定非営利活動法人アスリートタウンのべおか 谷口　眞一
81 特定非営利活動法人五ヶ瀬川流域ネットワーク 山田　太志
82 全伊形地区生涯学習まちづくり推進委員会 山根　繁一
83 特定非営利活動法人　ひむか感動体験ワールド 高橋　勝栄
84 ひむか共和国実行委員会 馬場　和久
85 のべおか産こだわり隊 斧　康弘
86 東九州風土フード連盟 中島　隆志
87 延岡ひよこ倶楽部 脇坂　千恵
88 サウンドビーチすみえ実行委員会 木原　慶
89 延岡亮天社グループ 峯田　克明
90 愛延会 工藤　美智代
91 のべおか三蔵協議会 武井　千穂
92 島浦町漁業後継者部 結城 嘉朗
93 延岡発祥チキン南蛮党 永野　時彦
94 北浦　“食”　の研究会 鍋田　荘一郎
95 やっちみろかい酒谷 日髙　茂信
96 日南市産業活性化協議会(ＮＩＣ２１) 森　美樹
97 日南大学 武田　正郎
98 本町研究会 木村　岩雄
99 飫肥楽市楽座 中島　康俊

100 日南市民劇団いもがら 郡司　誠秀
101 鵜戸山をかっとしやる協議会 長友  治
102 飫肥に灯りをともす会 長友　辰郎
103 坂元棚田保存会 田中　範佳
104 潟上ふれあい炭焼き窯クラブ 田中　義秋
105 嚶鳴会 野川　喜美子
106 夢見会 岩満　多津子
107 グリーン・ツーリズム癒しの郷・北郷 古谷　元一
108 南郷町もえる商忘団 竹本　政憲
109 特定非営利活動法人ハートピアなんごう 久保　和彦
110 特定非営利活動法人ゆめ豊かにちなん 日髙　新次
111 日南四葉会 汐元　涼子
112 株式会社ブリング 島中　星輝
113 campas 黒田　駿平
114 一般社団法人PLUCK 島中　星輝
115 上田整骨院 上田　貴之
116 スパイスカフェ　ヒトツブ 小玉　幸太郎
117 DAYOSHI DESIGN 吉田　周平
118 ランプス株式会社 河野　通博
119 ＫＥＮＴＳ倶楽部 下沖　和幸
120 菜の花会 里岡　洋子
121 小林おもしろ発見塾 柳田　きえ子
122 特定非営利活動法人エコワールドきりしま 藤元　隆
123 小林市ＳＡＰ会議 久我　真弘
124 霧島おむすび自然学校 壹岐　博彦
125 エヒメアヤメを守り育てる会 大薗　良一
126 デザイン工房図画工作 山中　悦郎
127 合同会社SUKI. COM 児玉　順吉
128 宝島会 三輪　修司
129 山田会 和田　康之
130 一般社団法人日向青年会議所 堀口　正樹
131 美々津の歴史的町並みを守る会 高橋　一義
132 日向ひょっとこ夏祭り実行委員会 立石　一真

延岡市

日南市

小林市

日向市

都城市



連番 市町村名 団体名 担当者氏名
133 美々津NanJansuno 佐藤　久恵
134 塩見まちづくり協議会 佐藤　善彦
135 いのちのつながりin牧水の里　日向東郷 横山　雅隆
136 ひむか体験型観光推進協議会 秋實　範浩
137 細島みなと祭り実行委員会 髙木　慎平
138 一般社団法人串間青年会議所 山元  康寛
139 串間くるみ太鼓 蓑輪　敏泰
140 串間が好きや会 広前　俊雄
141 環境ボランティアグループ環の会 河野  幸子
142 串間元気クラブ 中川　研児
143 わくわくスタンプ会 本田　耕一
144 真幸駅友の会 上熊須　康
145 えびのガイドクラブ 上水　正喜
146 Ｍの町龍雲塾 山下　盛親
147 三股町青年協議会（きずな） 池辺　美紀
148 高原町 花咲く神武の里づくり実行委員会 鶴園　一光
149 国富町 スマイル 大山　憲一郎
150 綾町有機農業実践振興協議会 松井  富男
151 綾・早川農苑 早川　ゆり
152 綾夢楽人の会 高好　加代子
153 aya100 梶山　剛
154 ＰＡＬ・ＮＥＴ 川添　和良
155 水辺の環境をとりもどす会 古屋　好章
156 Ｋｏｙｕ（＾＾）ｆｒｅｅｅ 川上　喜義
157 新町若者会 相馬　玲
158 みどりグループ 濱砂　典子
159 西米良村米良太鼓同好会 土居  博和
160 西米良村ふるさと研究会 壹岐　拓郎
161 木城町 木城町若者連絡協議会 幸津　昭秀
162 川南町地場産業振興会 外山　すみ子
163 川南町若者連絡協議会 小野　竜之介
164 都農町 特定非営利活動法人都農enjoyスポーツクラブ 河野　仁志
165 門川町若草会 園田  忠吉
166 かどがわ大学修了生会 黒木　健太
167 やかた婦人グループ 尾形　臣子
168 諸塚志伝会 綾　章司
169 一般社団法人諸塚村観光協会 田邉　薫
170 椎葉村むらおこしグループ連絡協議会 那須　晋太郎
171 夢織会 山本　直美
172 平家大いちょう太鼓 児玉　智志
173 大河内森林ガイドの会 黒木　文明
174 葉桜顕彰会 藤本　茂
175 若宮神楽保存会 薄田　実男
176 西郷文芸の会 藤本　茂
177 特定非営利活動法人郷の息吹 小田　ちはる
178 田原地区村おこし推進協議会 興梠　則夫
179 五ヶ瀬川流域塾 佐藤　清隆
180 宮崎県いきいき女性アドバイザーの会「高千穂天照」 橋本　美代子
181 五ヶ村村おこしグループ 高藤　文明
182 特定非営利活動法人高千穂アカデミー 板倉　哲男
183 株式会社高千穂ムラたび 佐伯　勝彦
184 ＦＬＵＭ（フラム） 坂本　康法
185 深角発見塾 甲斐　安忠
186 鹿川地区活性化協議会 三浦　正嗣
187 五ヶ瀬町しゃくなげ 長戸　　怜
188 若桜会 垣内　広好
189 第一区荒踊の館 長田　豊明
190 夕日の里づくり推進会議 甲斐　郁夫
191 特定非営利活動法人五ヶ瀬自然学校 杉田　英治
192 Backstay 後藤　恵

高千穂町

日之影町

美郷町

五ヶ瀬町

綾町

椎葉村

えびの市

川南町

諸塚村

門川町

三股町

高鍋町

西米良村

新富町

串間市
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