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1
特定非営利活動法人人権推進
国民会議

トクテイヒエイリカツドウホウジンジ
ンケンスイシンコクミンカイギ

野村　幸夫
北九州市小倉北区吉野町９
番２１号

北九州市小倉北区

大阪府高槻市春日町１３番８
号
和歌山県和歌山市梶取２４４
の１１
鹿児島県鹿児島市谷山中央
７丁目２４－１６
埼玉県川越市連雀町２２－１
グリーンコーポ川越９０９
大分県玖珠郡玖珠町大字太

この法人は、人権尊重の意識高揚を図
り、平和社会構築に必要な豊かなる心
を育むことを目的とする。

１．社会教育の推進を図る活動 
２．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
３．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．人権意識高揚を目的とした各種イベント
の開催
２．人権意識の啓発を図るための映像の制
作及び書籍の出版
３．各種人権機関との情報交換
４．社会教育としての人権教育の促進活動
５．人権侵害の調査、報告、研究活動
６．人権擁護活動
７．機関誌の発行

○ ○ ○ 2003/11/13 2003/2/3 2003/2/14 3月31日 認証済み

2
特定非営利活動法人ジャパン
ヘスティア協会

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ジャパンヘスティアキョウカイ

藤原　康弘
福岡市中博多区中洲中島町
3-10

福岡市博多区
東京都渋谷区代々木二丁目5
番1号

この法人は、高齢化社会の中、今後の
生活収入に不安を抱えている高齢者、
障害者等の人々が、安定した生活収入
を確保し、精神的、経済的に快適な人
生を送ることができるための新たな仕
組み、リバースモーゲージ等の研究、
開発、検証および啓発活動などを行
い、もって広く社会福祉の増進に寄与
することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
５．環境の保全を図る活動
６．災害救援活動
７．地域安全活動
８．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
９．国際協力の活動
１０．男女共同参画社会の形成の促進
を図る活動 
１１．子どもの健全育成を図る活動

１．高齢者の生きがいに関する啓発事業 
２．リバースモーゲージの普及・啓発・相談事
業
３．高齢者住宅等の普及・啓発事業
４．専門的人材育成のための研修事業
５．情報提供事業
６．特定非営利活動法人の設立と運営支援
事業

１．会員の為の共済事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2003/2/19 2003/5/1 2003/5/22 3月31日 認証済み 認定

3 特定非営利活動法人ＪＡＣＦＡ
トクテイヒエイリカツドウホウジン
ジャクファ

浅海　久美子
福岡市東区箱崎五丁目１１
番

福岡市東区 山口県周南市富田二丁目

この法人は国内外の青少年・一般及び
教育関係者に対して国際教育並びに
相互文化交流の機会を提供すること、
並びに老齢人口の増加に伴う諸問題
対策への援助活動を行うことを通じて、
国際社会に貢献できる人づくりと健全
な社会の建設に資することを目的とす
る。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
５．環境の保全を図る活動
６．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
７．国際協力の活動
８．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
９．子どもの健全育成を図る活動
１０．職業能力の開発又は雇用機会の
促進を図る活動

１．幼児・児童・生徒・学生及び青年に対する
健全育成・教育事業
２．国境を超えてあらゆる国の人たちとの交
流会に関する事業
３．不登校児・ひきこもり者・ニート（無業の
者）及びその家族等に対する支援事業
４．英語教育等の語学学習・文化理解・交換
留学、その他国際交流等、国際友好親善に
係わる事業
５．心身の発達を促し、健康を維持できる体
操等の指導に関する事業
６．グループホーム等の認知症対応型共同
生活介護の施設運営等を通して高齢者及
び、ハンディキャップを持つ人等への生活援
助等に関する社会福祉事業
７．高齢者ケアー並びに留学・語学研修・教
育課程及び教材開発等の業務受託事業
８．自然を大切にした住みよい環境をつくり、
まちづくりの推進を図る事業 
９．事業に関連する講演会・研究・翻訳・書籍
出版等
１０．前各事業を推進する為の基金事業
１１．その他目的を達成するために必要な事

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2001/2/23 2001/6/7 2001/6/11 3月31日 認証済み

4
特定非営利活動法人高齢者・
障害者安心サポートネット

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ウレイシャ・ショウガイシャアンシン
サポートネット

森山　彰
福岡市中央区舞鶴３丁目６
番２３号

福岡市中央区
福岡県筑紫野市二日市中央
５丁目３番１６号

この法人は、地域住民に対し個人の尊
厳の保持と自立の支援という福祉の基
本理念のもとに高齢者及び障害者（以
下「高齢者等」という。）に関する福祉及
び権利擁護に関する事業を行い、もっ
て、地域の福祉増進に寄与することを
目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動 
３．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
４．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．高齢者等に特有の諸問題に関する相談
事業
２．任意後見人及び任意後見監督人の受
任、指導及び育成事業
３．法定後見人及び法定後見監督人の受
任、指導及び育成事業
４．高齢者等のための財産管理、各種契約締
結及び各種申請等手続補助事業
５．遺言作成支援、遺言執行、葬儀等の死後
処理に関する事業 
６．信託契約等作成支援に関する業務
７．後見制度等に関する講演会、各種研修会
等の開催及び講師派遣事業
８．行政機関、各種団体との連絡、協調に関
する事業
９．後見制度等に関する情報誌、刊行物の発

○ ○ ○ ○ 2003/12/24 2004/4/22 2004/5/6 4月30日 認証済み

5
特定非営利活動法人自立生活
センターちくご

トクテイヒエイリカツドウホウジンジ
リツセイカツセンターチクゴ

湊　秀子 筑後市大字山ノ井４番地１ 筑後市

この法人は、共に生きる地域社会の実
現を目指し、障害者及び高齢者 等に対
して、自立生活と社会参加の支援に関
する各種事業を行い、もっ て公共の福
祉の増進と人権の擁護の推進に寄与
することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動

１．社会参加支援に関する事業 
２．自立生活支援に関する事業 
３．介助者派遣等に関する事業 
４．権利擁護・啓発等に関する事業 
５．相談及び情報の収集・提供に関する事業
６．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス 
７．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく地域生活
支援事業の受託
８．介護保険法に基づく訪問介護事業及び介
護予防訪問介護事業及び介護予防・日常生
活支援総合事業第一号訪問介護事業

○ ○ 2000/1/17 2000/4/27 2000/5/15 3月31日 認証済み

6
特定非営利活動法人こどもと
文化のひろばわいわいキッズ
いいづか

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ドモトブンカノヒロバワイワイキッ
ズイイヅカ

堀　洋子 飯塚市鯰田１７７８番地 飯塚市

この法人は、地域のおとなや子どもた
ちに対して、自主的体験活動及び子ど
ものための優れた舞台芸術を普及する
事業を行い、豊かな心と生きる力を身
に付けることに寄与すること を目的と
する。

１．社会教育の推進を図る活動
２．文化､芸術又はスポーツの振興を
図る活動
３．子どもの健全育成を図る活動
４．人権の擁護又は平和の推進を図る
事業
５．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の事業

１．子どもの自主的な体験活動に関する事業
２．乳幼児を持つ母親に対する子育て支援に
関する事業
３．子どもの表現活動に関する事業 
４．子どものためのすぐれた舞台芸術の鑑賞
に関する事業
５．子どもの権利条約を推進していく事業 
６．子ども、文化芸術に関する市民組織への
情報提供、協力事業

○ ○ ○ ○ ○ 2000/5/24 2000/9/14 2000/9/25 6月30日 認証済み

7
特定非営利活動法人福間津屋
崎子ども劇場

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クマツヤザキコドモゲキジョウ

瀧口　輝美
福津市宮司４丁目２０番２５
号

福津市

この法人は、子ども達が生き生きとした
子ども時代を過ごせることを めざし、福
津市及びその周辺の市民に対して、
様々な人との 関わりの中で、広く優れ
た子ども文化を体験する事業等を行
い、子ども 達が市民として豊かに育つ
地域づくりに寄与することを目的とす

１．社会教育の推進を図る活動
２．文化､芸術又はスポーツの振興を
図る活動
３．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
４．子どもの健全育成を図る活動

１．子どもの諸活動に関する事業 
２．子どものための優れた舞台芸術に関する
事業
３．子どもの表現活動に関する事業 
４．子どもの権利条約の普及、啓発事業
５．子育て支援に関する講演会などの企画、
運営事業

○ ○ ○ ○ 2000/11/29 2001/2/23 2001/3/7 8月31日 認証済み

8
特定非営利活動法人Ｊ－ＡＳＥ
ＡＮサポート

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ジェイアセアンサポート

西津　和子
筑紫野市二日市中央1丁目4
番23号

筑紫野市

この法人は、在日外国人および本邦へ
新たに入国する外国人、特に海外難民
や貧困国住民への人道的支援並びに
本邦への受け入れと技能習得の支援、
本邦国内外への広報啓発に関する事
業を行い、外国人の本邦における労働
機会の獲得と居住環境の整備をもって
経済的安定を図るよう支援することに
より、人権擁護と国際平和の礎となる
活動を行うことを目的とする。

(1)社会教育の推進を図る活動 
(2)人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
(3)国際協力の活動
(4)職業能力の開発又は雇用機会の拡
充を支援する活動
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

(1)外国人が本邦において抱える法的問題・
諸問題の相談受理とアドバイスに関する支援
事業
(2)海外難民や貧困国住民への人道的・経済
的支援事業およびその広報・啓発事業
(3)入管収容外国人への面会および仮釈放免
等の手続き・立会い・仮住居提供などの受け
入れに伴う法的・物的ほかの支援事業
(4)日本語及び職業技能習得のための教育・
技術指導・紹介に関する事業
(5)外国人の日本定住のための住居・就職先
等の紹介事業

(1)現地特産品、諸工芸品等の技
術指導及び商品販売事業
(2)外国人人材並びに外国進出情
報の国内企業等への紹介・斡旋
の事業
(3)外国人と邦人との結婚及び離
婚の相談・仲介及び手続きに関
する事業
(4)本邦から外国への中長期移住
のための情報提供・視察訪問・現
地手続きに関する助言や現地代
理人の紹介などに関する事業

○ ○ ○ ○ ○ 2001/10/12 2002/1/25 2002/2/1 9月30日 認証済み

9
特定非営利活動法人つくしク
ローバー会

トクテイヒエイリカツドウホウジンツ
クシクローバーカイ

松尾　眞美子
太宰府市梅ヶ丘一丁目26番
8号

太宰府市

この法人は、精神障害者に対し地域に
おける自立生活と社会参加支援に関す
る事業を行い、保健、医療又は福祉の
増進及び安心して暮らせるまちづくりの
実現に寄与することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動

１．精神障害者の地域における自立生活の
支援に関する事業 
２．社会復帰施設その他の社会資源の設置
及び運営に関する事業
３．精神障害者に関する啓発、広報等の事業
４．障害者自立支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業

１．物品販売
２．チャリティイベントの開催

○ ○ ○ 2001/12/5 2002/3/8 2002/4/1 3月31日 認証済み

10
特定非営利活動法人にじいろ
CAP

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
ジイロキャップ

重永　由紀
三潴郡大木町大字八町牟田
38番地の2

大木町

この法人は、子どもには人権教育を核
として子どもの「安心・自信・自由」の大
切な権利を奪うあらゆる暴力から自分
を守るための知識やスキル（技術）を提
供し、おとなには子どもの人権への理
解と援助を啓発するための事業を行う
ことにより、子どもへの暴力を防止する
ことを通して暴力のない社会の実現に
寄与することを目的とする。

１．子どもの健全育成を図る活動 
２．社会教育の推進を図る活動 
３．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
４．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
５．地域安全活動

１．子どもへの暴力防止プログラム（子どもに
対する参加型体験学習及びおとなに対する
セミナー）の提供事業
２．子どもへの暴力防止についての学習・啓
発事業
３．子どもへの暴力防止プログラムを提供す
る人材育成事業
４．人権の擁護・平和の推進に関するイベン
ト開催事業
５．子どもへの暴力防止に関する地域ネット
ワークの形成、情報提供事業

○ ○ ○ ○ ○ 2002/10/1 2003/1/8 2003/2/4 3月31日 認証済み

11
特定非営利活動法人福祉グ
ループほむら

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クシグループホムラ

中島　孝子
筑紫野市二日市西1丁目7番
1号

筑紫野市

この法人は、筑紫野市、太宰府市、那
珂川町の同和地区を始めとする高齢
者、障害者等の支援が必要な人たちに
対して、自立に向けた相談事業、生活
支援事業、配食サービス事業などを行
い、人権の擁護及び保健、福祉の増進
に寄与することを目的とする。

１．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
２．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動

１．自立に向けた生活支援事業
２．配食サービス事業
３．健康の維持増進を図るための通所支援
事業
４．保健、福祉の増進及び人権意識の高揚を
図るための啓発事業
５．生活に関する相談事業 

○ ○ 2002/11/6 2003/2/19 2003/3/4 3月31日 認証済み

12
特定非営利活動法人まちづく
り地域自立就労支援センター
アタック

トクテイヒエイリカツドウホウジンマ
チヅクリチイキジリツシュウロウシ
エンセンターアタック

片原　次雄
筑紫野市二日市西1丁目7番
1号

筑紫野市

この法人は、筑紫野市、太宰府市、那
珂川町の同和地区住民をはじめとする
就職困難な人々に対して、雇用の促進
と就労に関する事業や地域住民に対し
て環境保全に関する事業、人権啓発に
関する事業等を行うことにより、地域の
生活環境の向上、まちづくりの推進、住
民の福祉の増進及び人権擁護に寄与
することを目的とする。

１．社会教育の推進を図る活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．環境の保全を図る活動
４．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
５．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動

１．就労講習及びカウンセリングに関する事
業
２．就職相談事業
３．雇用機会の創出にかかわる事業 
４．まちの美化清掃に関する事業 
５．地域住民の交流促進事業
６．企業支援事業
７．リサイクルの促進に関する事業 
８．人権意識の高揚を図るための啓発事業

○ ○ ○ ○ ○ 2002/11/6 2003/2/19 2003/3/4 3月31日 認証済み

13
特定非営利活動法人むなかた
子ども劇場

トクテイヒエイリカツドウホウジンム
ナカタコドモゲキジョウ

安井　志津
宗像市大字江口１２３４番地
８６

宗像市

この法人は、宗像市及びその周辺地域
の市民に対して、優れた舞台芸術など
の文化を体験する事業、豊かな自然体
験や社会体験ができる時間・空間・仲
間をつくる事業などを行い、子どもとお
とながともに育ちあう環境づくりに寄与
することを目的とします。

１．社会教育の推進を図る活動
２．文化、芸術又はスポーツの振興を
図る活動
３．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
４．子どもの健全育成を図る活動

１．子どもとおとなのための優れた舞台芸術
などの文化を体験する事業
２．子どもとおとなのための自然体験及び社
会経験に関する事業
３．子どもの権利条約の普及啓発事業

○ ○ ○ ○ 2002/11/15 2003/3/7 2003/3/20 8月31日 認証済み

14
特定非営利活動法人古賀新宮
子ども劇場

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ガシングウコドモゲキジョウ

金子　佐知子
古賀市花見南３丁目１２番３
号

古賀市

この法人は、子ども達が生き生きとした
子ども時代を過ごせることをめざし、古
賀市、新宮町及びその周辺地域の市
民に対して、様々な人との関わりの中
で、広く優れた子ども文化を体験する事
業等を行い、子ども達が市民として豊
かに育つ地域づくりに寄与することを目

１．社会教育の推進を図る活動
２．学術、文化､芸術又はスポーツの振
興を図る活動 
３．環境の保全を図る活動
４．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
５子どもの健全育成を図る活動

１．子どもの諸活動に関する事業
２．子どものための優れた舞台芸術に関する
事業
３．子育ち・親育ち支援に関する事業 
４．子どもの権利条約に関する事業
５．子どもの表現活動に関する事業
６．子どもに関するネットワーク事業

○ ○ ○ ○ ○ 2002/11/18 2003/3/7 2003/3/19 8月31日 認証済み

15
特定非営利活動法人子ども未
来ネットワーク春日

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ドモミライネットワークカスガ

白糸　林太郎
春日市小倉２丁目２８番地
東荘２０１号室

春日市

この法人は、乳幼児・児童・生徒（以
下、子ども）に対し、適切な遊び及び生
活の場を与える事業を行うとともに、保
護者等に対して子育てに関する支援事
業などを行い、子どもの健やかな育成
を図るとともに、健全な地域社会の確
立に寄与することを目的とする。

１．子どもの健全育成を図る活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
４．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．子どもたちが安全で健やかに成長するこ
とができるまちづくりを推進する事業 
２．子育て支援及び人権尊重社会の形成に
関する、講演会等の企画運営事業並びに地
域住民、他団体との交流及び協力事業
３．子育て支援及び人権尊重社会の形成に
関する啓発及び情報提供事業

１．物品販売及びサービスの提供に関
する事業
２．イベント等の企画運営事業

○ ○ ○ ○ 2002/11/25 2003/3/7 2003/4/1 3月31日 認証済み

16
特定非営利活動法人日本環境
ヒューマンライフ

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
ホンカンキョウヒューマンライフ

仲野　照明
直方市大字頓野７１３番地の
１

直方市

嘉麻市山野947番地の2
豊前市大字三楽50番地
直方市大字永満寺2477番地8
宮若市磯光2046番地の64
宮若市原田288番地33

この法人は、広く一般の人達に対して、
人権啓発の推進、福祉並びに環境保
全に関する事業を行い、社会差別の撤
廃、地域の福祉・環境整備に寄与する
ことを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動 
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．文化、芸術又はスポーツの振興を
図る活動
５．地域安全活動
６．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
７．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
８．子どもの健全育成を図る活動 
９．環境の保全を図る活動 
１０．前各号に掲げる活動を行う団体
の運営又は活動に関する連絡、助言
又は援助の活動

１．人権に関わる講演、シンポジウム等の企
画と実施
２．街頭及び企業の社内における人権啓発
事業
３．人権啓発推進に係る出版活動
４．各福祉施設並びに養護学校等に対する
資金および物品等の援助活動並びにボラン
ティア活動
５．環境保全・整備事業

１．業務の斡旋事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2002/12/12 2003/3/27 2003/3/31 3月31日 認証済み

17
特定非営利活動法人宗像地区
人権と共生の会

トクテイヒエイリカツドウホウジンム
ナカタチクジンケントキョウセイノカ
イ

新谷　恭明
宗像市城西ヶ丘4丁目5番地
8

宗像市

この法人は、宗像地区（宗像市・福津市
内）に居住もしくは、勤務しているものに
対して、人権の擁護に関する事業を行
い、人権を尊重した社会の実現に寄与
することを目的とする。

１．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動

１．部落差別をはじめとするあらゆる差別を
なくすための研究事業
２．「人権のまちづくり」をめざしたネットワーク
づくり事業（教育研究集会の開催など） 
３．研究事業の成果としての情報提供事業

○ 2003/4/28 2003/7/23 2003/8/26 3月31日 認証済み

18
特定非営利活動法人いいづか
障害児者団体協議会

トクテイヒエイリカツドウホウジンイ
イヅカショウガイジシャダンタイキョ
ウギカイ

吉良　安子 飯塚市枝国３５５番地７ 飯塚市

この法人は、障害児者やその家族、そ
の他手助けを必要とする人々に対し
て、地域で自立した生活を営んでいくた
めに必要な事業を行い、すべての人々
が健やかに暮らせる地域社会づくりと
ふくしの増進に寄与することを目的とす
る。

１　保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２　まちづくりの推進を図る活動 
３　職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

１　福祉に関する相談（ピアカウンセリングを
含む）事業
２　福祉に関する情報、資料の収集、調査、
提供事業
３　障害児者及び高齢者の自立生活、社会
参加、修学、就労に関する支援事業
４　障害児者及び高齢者の権利を守る事業 
５　在宅福祉サービス（精神障害者のホーム
ヘルプを含む）に関する事業 
６　福祉用具の回収、補修、再利用を図る事
業
７　障害児者及び高齢者の政策に関する提
言事業
８　障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく相談支援
事業
９　障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業
１０障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく地域生活

○ ○ ○ 2003/8/6 2003/11/28 2003/12/2 5月31日 認証済み

19
特定非営利活動法人
A.T.Project

トクテイヒエイリカツドウホウジン
エーティープロジェクト

中野　孝人 八女市本町１番地３６４ 八女市

この法人は、高齢者及び障害者等に対
して、福祉相談や福祉移送事業等を行
うことで、自立の支援や生活の質の向
上に取り組むとともに、福祉弱者等の
人権に関する啓発活動を行い、一般市
民の人権意識を高めることで、高齢者
及び障害者等の地域社会への参加を
促進し、もって地域福祉及び人権擁護
の増進を図ることを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
３．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．移送サービス等による介護支援事業 
２．介護福祉に関する相談及び権利擁護事
業
３．介護福祉に関する人材の育成事業
４．チャリティーコンサート等の開催による人
権啓発事業

１．バザー等による物品販売事業 ○ ○ ○ 2003/10/8 2004/2/3 2004/3/8 3月31日 認証済み



20
特定非営利活動法人夢ニ
ティー・ハート

トクテイヒエイリカツドウホウジンユ
メニティー・ハート

野口　和枝
京都郡苅田町若久町１丁目
９番地２２

苅田町

この法人は、障害をもつ人々やその家
族・その他の手助けを必要とする人々
に対して、地域住民との交流促進や福
祉に関する事業を行い、広く社会福祉
の増進に寄与することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動

１．障害児に対する児童福祉法に基づく障害
児通所支援事業
２．障害児に対する児童福祉法に基づく指定
障害児相談支援事業
３．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく特定相談
支援事業
４．障害者に対する苅田町障害児等相談支
援事業
５．障害児に対する苅田町心身障害者機能
訓練事業
６．障害児・者に対する正しい理解を広める
ための啓発・交流事業
７．障害者の就労機会を確保する為の作業

１．バザー等の物品販売事業 ○ ○ ○ ○ 2003/11/5 2004/2/20 2004/2/26 3月31日 認証済み

21
特定非営利活動法人人権ネッ
トいいづか

トクテイヒエイリカツドウホウジンジ
ンケンネットイイヅカ

松本　建一 飯塚市大字新飯塚24番3号 飯塚市

この法人は、地域住民に対して、部落
解放・人権確立をめざす様々な事業を
行い、地域社会に寄与することを目的
とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動 
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
５．子どもの健全育成を図る活動 
６．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
７．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．いきいきサロン事業
２．人権教育・啓発推進事業
３．人権フェスタ事業
４．人権啓発展示事業
５．人権相談事業
６．人権情報発信事業
７．子どもの自立と人権意識の高揚を図る事
業
８．就労支援事業
９．その他目的を達成するために必要とみと
められる事業 
１０．第３条の目的を達成するために必要な

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2003/12/22 2004/4/16 2004/4/23 3月31日 認証済み

22
ＮＰＯ法人ヒューマンネット大地
の翼

エヌピーオーホウジンヒューマン
ネットダイチノツバサ

塩川　秀敏 宮若市本城1103番地1 宮若市

この法人は、人と人とのつながり
（ヒューマンネット）を基盤に、福祉、介
護、教育、まちづくり、国際協力、その
他に関する地域活動の輪を広げ、子ど
も、障害者、高齢者をはじめとする市民
一人ひとりが輝き、ぬくもりのある、住
みよい地域づくりに貢献することを目的
とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動 
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
５．環境の保全を図る活動 
６．災害救援活動
７．地域安全活動
８．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
９．国際協力の活動
１０．男女共同参画社会の形成の促進
を図る活動 
１１．子どもの健全育成を図る活動
１２．情報化社会の発展を図る活動 
１３．経済活動の活性化を図る活動 
１４．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
１５．消費者の保護を図る活動 
１６．前各号に掲げる活動を行う団体
の運営又は活動に関する連絡、助言
又は援助の活動

１．高齢者や障害者に関する就労の場の提
供・案内等の事業
２．在宅福祉サービスに関する事業
３．介護保険法に基づく訪問介護事業及び介
護予防訪問介護事業
４．介護保険法に基づく認知症対応型共同生
活介護事業及び介護予防認知症対応型共
同生活介護事業
５．介護保険法に基づく居宅介護支援事業

６．介護保険法に基づく共用型指定認知症対
応型通所介護事業
７．介護保険法に基づく通所介護及び介護予
防通所介護事業
８．介護保険法に基づく小規模多機能型居宅
介護及び介護予防小規模多機能型居宅介
護事業
９．介護保険法に基づく特定施設入居者生活
介護及び介護予防特定施設入居者生活介
護事業
１０．住宅型有料老人ホーム
１１．介護保険法に基づく住宅改修事業

１２．障害者自立支援法に基づく障害福祉
サービス事業
１３．障害者自立支援法に基づく移動支援事
業の受託
１４．子どもの健全育成等に関するイベント等
の開催及び遊び場等の提供事業　　　　 
１５．引きこもり・不登校児等に対する支援等
の事業　　　　　　　 

１．チャリティー等を目的とするコ
ンサートや募金活動等の事業
２．バザー等の物品販売等の事
業
３．介護用品の機器販売等の事
業
４．アルミ缶等の回収事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2004/3/8 2004/7/5 2004/7/16 3月31日 認証済み

23
特定非営利活動法人シルバー
サポートセンターつくし

トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
ルバーサポートセンターツクシ

川良　幸子 春日市星見ヶ丘６丁目２番地 春日市

本会は、困った時にお互いに助け合う
精神で、地域社会を豊かで住みよくす
るために、職業能力の開発又は雇用機
会の拡充を支援する活動や自主的な
福祉活動を通して、不特定かつ多数の
人々の生活の安定、福祉の増進、人権
の擁護を図ることを目的とする。

１．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
２．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
３．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動

１．職のない健康な人達に対しての職業支援
及び住居の提供等の生活支援事業
２．病気の高齢者に対しての生活支援及び人
権擁護事業
３．介護保険法に基づく居宅サービス事業
４．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
５．行政の福祉、人権擁護等の受託事業

○ ○ ○ 2004/4/13 2004/8/9 2004/8/18 12月31日 認証済み

24
特定非営利活動法人築上豊前
教育相談所・研究所

トクテイヒエイリカツドウホウジンチ
クジョウブゼンキョウイクソウダン
ジョ・ケンキュウショ

加來　康宣
豊前市大字吉木554番地8教
育会館

豊前市

この法人は、地域に根ざした教育を創
造するため、築上豊前地域の住民に対
して、教育相談や教育講演会や交流活
動などの事業を行い、学校教育・社会
教育の今日的な諸課題を明らかにする
中で、この地域の教育の発展に寄与す
ることを目的とする。

１．社会教育の推進を図る活動
２．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
３．子どもの健全育成を図る活動

１．学校教育にかかわる親・子・教職員を交
えた教育相談事業
２．学校教育・社会教育の今日的な諸課題の
明確化と、その課題解決のための学習・研究
事業
３．地域社会と教育関係者との交流を図る事
業

○ ○ ○ 2004/9/10 2005/1/5 2005/1/24 3月31日 認証済み

25 特定非営利活動法人静和会
トクテイヒエイリカツドウホウジンセ
イワカイ

和田　正博
飯塚市大日寺４１４番地の１
１９

飯塚市

この法人は高齢者及び障害者とその家
族に対して相談及び介護に関する事業
を行い、高齢者や障害者が安心して生
活ができ、社会参加ができるような福
祉の推進に寄与することを目的とする。

１．福祉の増進を図る活動 
２．人権の擁護を推進する活動

１．介護に関する相談事業
２．介護に関する講習会等の開催事業
３．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
４．介護保険法に基づく通所介護事業及び介
護予防通所介護事業
５．介護保険法に基づく訪問介護事業及び介
護予防訪問介護事業
６．介護保険法に基づく小規模多機能型居宅
介護事業及び介護予防小規模多機能型居
宅介護事業
７．高齢者や障害者の日常生活支援事業

○ ○ 2004/12/8 2005/4/1 2005/4/22 3月31日 認証済み

26
特定非営利活動法人はねっこ
福祉会

トクテイヒエイリカツドウホウジンハ
ネッコフクシカイ

北島　スヱ子 筑後市大字水田８３８番地５ 筑後市

この法人は、障害の種別や立場、考え
の違いを乗り越え「ノーマライゼーショ
ン」「完全参加と平等」の理念を具体的
に実現するとともに、地域における就労
支援をも包含した生活支援体制の構築
をめざし、もって公共の福祉の増進と人
権の擁護の推進に寄与することを目的
とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
４．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
５．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．障害者の就労の場の創出事業
２．障害者の生活支援事業
３．障害者の人権擁護に関する相談事業 
４．障害者の福祉に関する調査・研究事業
５．障害者施策に関する提言・立案事業
６．障害者問題についての社会啓発事業
７．障害者組織の育成と支援事業
８．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス

○ ○ ○ ○ ○ 2005/1/28 2005/5/18 2005/5/31 3月31日 認証済み

27
特定非営利活動法人地球家族
エコロジー協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンチ
キュウカゾクエコロジーキョウカイ

中光　眞二
大野城市つつじヶ丘６丁目４
番２１号

大野城市

この法人は、嗜癖（不登校、ひきこもり、
摂食障害、アルコール等の各種依存
症、児童虐待、夫婦間暴力、いじめな
ど）という心に係わる問題を家族の問題
と捉え、その問題を抱える当事者及び
その家族や関係者が、家族再生の理
念の下に、人間科学的な視点を主とし
たセルフヘルプグループ活動（自助集
団活動）による心の傷からの回復、さら
には相互扶助的な成長を図れるよう援
助活動を行い、家族組織にある全成員
の健全な心の育成、もって社会の健全
育成に寄与することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
４．子どもの健全育成を図る活動
５．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
６．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．不登校・引きこもり又は嗜癖行動に係る問
題等を抱える当事者及びその家族（以下「当
事者」という。）や関係者で構成されるセルフ
ヘルプグループの活動促進及び支援事業
２．心因性の問題に対する正しい認知の拡充
を目的とした啓蒙事業
３．当事者等と障害者（児）及び高齢者との交
流又はサポートによるノーマライゼーション活
動の推進事業
４．当事者等の社会教育の一環としての文
化・環境保護・人権問題等に係る学びの場の
提供事業
５．全人的健康づくり（肉体的、精神的、社会
的及び霊的健康）の啓発事業
６．当事者等の職業能力開発を目的とした社
会スキルトレーニング事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2005/2/4 2005/6/3 2005/6/22 3月31日 認証済み

28 特定非営利活動法人ポラリス
トクテイヒエイリカツドウホウジンポ
ラリス

芳賀　毬子
遠賀郡岡垣町高陽台３丁目
５番７号

岡垣町

この法人は、高齢者・障害者等の健康
で安心で安全な自立した生活を支援す
るため、介護に関する事業や、慰問事
業を行い、高齢者、障害者の家族の介
護負担を軽減し、よって公益の増進に
寄与することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動

１．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
２．介護保険法に基づく訪問介護事業及び介
護予防訪問介護事業及び第一号訪問事業
３．介護保険法に基づく通所介護事業及び介
護予防通所介護事業
４．介護保険法に基づく認知症対応型通所介
護事業及び介護予防認知症対応型通所介
護事業
５．介護保険法に基づく小規模多機能型居宅
介護事業及び介護予防小規模多機能型居
宅介護事業
６．介護保険法に基づく認知症対応型共同生
活介護事業及び介護予防認知症対応型共
同生活介護事業
７．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業
８．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく地域生活
支援事業の受託
９．高齢者・障害者の介護等日常生活支援事

○ ○ 2005/2/8 2005/6/3 2005/6/10 3月31日 認証済み

29
特定非営利活動法人筑紫原爆
被害者の会

トクテイヒエイリカツドウホウジンチ
クシゲンバクヒガイシャノカイ

平　宏文 大野城市曙町二丁目３－２ 大野城市

この法人は、原子爆弾による被害者及
びその家族の、健康、生活その他の相
談に応じながら、人類にとって不必要な
核兵器の廃絶を訴え、被爆体験を通し
て、平和の大切さを広く継承していくこ
とを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動

１．原子爆弾被爆者及びその家族の健康・医
療・福祉・法規等、に関する相談事業
２．被爆の実相と体験の語り継ぎ継承に関す
る事業
３．原爆死没者の慰霊を通して、平和を希求
するための事業 
４．上記１～３に関する情報収集提供に関す
る事業

○ ○ 2005/6/1 2005/9/15 2005/9/27 3月31日 認証済み

30
特定非営利活動法人東アジア
オープンハートコミュニティ

トクテイヒエイリカツドウホウジンヒ
ガシアジアオープンハートコミュニ
ティ

岡本　啓次 朝倉市黒川６２４６番地 朝倉市

この法人は、近年発展の著しい環黄海
に面する諸国（日本、中国、韓国、その
他黄海に面する国々や地域。以下「環
黄海圏」という）の人々及び日本国内の
青少年を対象にして、語学、歴史、芸術
等の教育機関に対する講師派遣・助言
等の支援、さらに、国内外の青少年及
び不登校児童・生徒のためのクラブ・
サークル・塾・講座の運営や青少年交
流イベントの開催等の事業を行い、人
権の擁護と平和な環黄海圏づくりを担
う人材の育成や青少年の健全育成に
寄与することを目的とする。

１．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
２．子どもの健全育成を図る活動
３．社会教育の推進を図る活動
４．国際協力の活動

１．語学、歴史、芸術等の国内外の教育機関
に対する講師派遣・助言等の支援及び連絡
調整事業
２．国内外の青少年及び不登校児童・生徒の
健全育成のためのクラブ・サークル・塾・講座
の運営
３．初級・中級の語学講座の開催
４．各国の青少年の交流イベント開催事業
５．諸国間の相互理解促進のための講演会
及び講座の開催事業
６．日本及び東アジア各国の文化展示会、芸
術公演事業
７．東アジア各国物産の紹介及び普及事業

○ ○ ○ ○ 2005/8/29 2005/12/19 2006/1/6 3月31日 認証済み

31
特定非営利活動法人若菜共同
作業所

トクテイヒエイリカツドウホウジンワ
カナキョウドウサギョウショ

重岡　実
飯塚市大字枝国４０２番地４
６

飯塚市

この法人は、障害者等に対して、自立
支援・就労支援等に関する事業を行
い、障害者の生活や社会的地位の向
上に寄与することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
３．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
４．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．共同作業所運営事業
２．障害者の生活・就労に関する相談事業
３．障害者の能力開発に関する事業
４．障害者に対する日常生活支援事業
５．障害者問題等に関する啓発・広報事業
６．障害者団体等を支援する事業
７．その他、この法人の目的を達成するため
に必要な事業

○ ○ ○ ○ 2005/9/14 2006/1/4 2006/1/16 3月31日 認証済み

32
特定非営利活動法人ワンス
トップリーガルネット

トクテイヒエイリカツドウホウジンワ
ンストップリーガルネット

大内田　治男
久留米市東櫛原町１３１３番
地２

久留米市

この法人は、子どもや女性を含む地域
住民、企業、団体及び在住外国人に対
し、雇用問題や子どもをめぐる諸問題
など広い分野において、総合的なリー
ガルサポートに関する事業を行い、円
滑な社会生活、地域活性化及び人権
の確立に寄与することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．まちづくりの推進をはかる活動 
３．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
４．国際協力の活動
５．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
６．子どもの健全育成を図る活動 
７．経済活動の活性化を図る活動
８．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
９．消費者の保護を図る活動 
１０．前各号に掲げる活動を行う団体
の運営又は活動に関する連絡、助言
又は援助の活動

１．法律及び各種申請手続についての相談
及び支援事業
２．法律及び各種申請手続についてのセミ
ナーの開催事業
３．機関誌の発行及びホームページの作成・
管理、メールマガジンの発行
４．専門講師の派遣事業
５．相談及び支援業務についての研究事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2005/11/25 2006/3/9 2006/3/22 7月31日 認証済み 認定 相対値基準 2017/8/1 2022/7/31

33 ＮＰＯ法人部落解放川崎連協
エヌピーオーホウジンブラクカイホ
ウカワサキレンキョウ

奈木野　征勝
田川郡川崎町大字田原７７４
－５番地

川崎町

この法人は、部落差別をはじめ、あらゆ
る人権問題の解決のため、地域啓発活
動を行うなど、自立自闘の精神で実現
するとともに急速な高齢者社会の中
で、地域に根ざした老人介護サービス
を提供するとともに、急激に進む少子
化社会の中で、乳幼児の健全な発育や
発達を支援し、保育所の運営を受託す
るなど、全ての子どもたちを地域全体で
守り、明るい地域社会づくりと福祉の向
上に寄与し、また、これらの活動に地域
住民の積極的な参加を促すことで雇用
の場を確保することにより、地域経済の
活性化にも寄与することを目的とする。

１．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
２．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
３．子どもの健全育成を図る活動
４．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
５．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
６．まちづくりの推進を図る活動 
７．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡助言又
は、援助の活動

１．人権問題の解決のための地域教育、啓
発、隣保活動の事業
２．介護保険法による訪問介護事業及び介
護予防訪問介護事業
３．介護保険法による認知症対応型共同生
活介護事業及び介護予防認知症対応型共
同生活介護事業
４．介護保険法による認知症対応型通所介
護及び介護予防認知症対応型通所介護事
業
５．介護保険法による通所介護事業及び介
護予防通所介護事業
６．保育所の運営受託及び乳幼児や障害
者、高齢者との交流及び不登校児童の学校
復帰支援　　　事業
７．多様な職業能力を引き出す各種教室の開
設などの人材育成事業
８．男女共同参画社会実現に向けた研修事
業
９．教育問題、雇用問題に関わる相談及び支
援事業
１０．高齢者向けアパート及び介護施設・有
料老人ホームの企画、設計、施工、管理及び
経営
１１．介護保険法による特定施設入居者生活
介護事業及び介護予防特定施設入居者生
活介護事業
１２．介護保険法による地域密着型特定施設
入居者生活介護事業
１３．障害者自立支援法による障害福祉サー
ビス事業

１．共済事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2006/1/23 2006/5/11 2006/5/16 3月31日 認証済み

34
特定非営利活動法人自由人権
同和会

トクテイヒエイリカツドウホウジンジ
ユウジンケンドウワカイ

米谷　禮一
田川郡川崎町大字川崎２３６
番地の３５

川崎町

この法人は、広く一般の人達に対して、
社会教育の推進、人権啓発推進、男女
共同参画社会の促進、職業能力の開
発、子供の健全育成、環境の保全に関
する事業を行い、社会差別の撤廃、人
権差別の撤廃並びにこれら雇用機会の
拡充、青少年の健全な育成、地域社会
の環境の整備に寄与することを目的と
する。

１．社会教育の推進を図る活動 
２．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
３．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
４．子供の健全育成を図る活動 
５．環境の保全を図る活動 
６．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．人権に関わるシンポジウム・出版活動・社
会人生涯教育講演等の企画と実施
２．障害者や高齢者等の職業訓練・就労支援
を図る事業 
３．子供たちの野球チームを作り交流を図る 
４．山道・河川・公演・街路等の環境整備事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2005/12/21 2006/3/27 2006/3/31 2月28日 認証済み



35
特定非営利活動法人まちづく
りネットワークちくご

トクテイヒエイリカツドウホウジンマ
チヅクリネットワークチクゴ

鶴　惠子
筑後市大字長浜２３８５番地
４

筑後市

この法人は、「ちくご」をはじめその周辺
地域において障害者・高齢者等すべて
の住民が安心して生活できる地域社会
を実現するために、「ちくご」のまちづく
りに関する事業として行なうとともに、市
内外の諸団体、市民、行政及び企業と
の幅広いネットワークの構築を行ない、
もって、「ちくご」における市民生活の向
上とその福祉の増進に寄与することを
目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
５．環境の保全を図る活動
６．災害救援活動
７．地域安全活動
８．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
９．国際協力の活動
１０．男女共同参画社会の形成を図る
活動
１１．子どもの健全育成を図る活動 
１２．情報化社会の発展を図る活動 
１３．科学技術の振興を図る活動 
１４．経済活動の活性化を図る活動 
１５．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
１６．消費者の保護を図る活動 
１７．前各号に掲げる活動を行う団体
の運営又は活動に関する連絡、助言
又は援助の活動

１．環境保全、地域福祉、国際貢献など様々
なまちづくり活動に係るネットワークの構築事
業
２．自然環境を活かした公園等の維持管理及
び施設整備事業
３．子育て支援及び高齢者等日常生活支援
事業
４．児童・生徒が身近に体験できる自然と芸
術文化事業
５．自然と命の尊さの啓発事業
６．地場産品等販売による地域活性化事業
７．まちづくりに関する情報の発信 
８．まちづくり活動への支援及び助成
９．その他、目的を達成するために必要な事
業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2006/2/8 2006/5/23 2006/5/31 3月31日 認証済み

36 特定非営利活動法人絆
トクテイヒエイリカツドウホウジンキ
ズナ

江島　新
大川市大字向島１９１８番地
２

大川市

この法人は、私たちの暮らす福岡県に
おける県民の自然公園・里地等の保
全・循環型社会形成推進・廃棄物処理
等に関する環境保全・人権教育啓発の
推進、虐待、人権差別、いじめの被害
者の救済活動、誰もが暮らしやすくする
豊かな社会の実現を目指し、より多くの
ものが様々な人にとってできる限り利用
可能な町づくりを通じて、県民・企業や
行政のパートナーシップの形成により、
豊かで充実した社会づくりに寄与するこ

１．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動 
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．環境の保全を図る活動 
５．子供の健全育成を図る活動

１．個々の人権を確立させる救済活動、カウ
ンセリング事業 
２．自然環境保全及び再生資源の利用の促
進・廃棄物の不法投棄防止等の環境保全に
関する事業
３．町づくりの創意工夫に基づく町づくりに関
するアドバイザー事業
４．リサイクル可能な物品についての再生加
工販売事業

○ ○ ○ ○ ○ 2006/3/14 2006/7/12 2006/7/28 7月31日 認証済み

37
特定非営利活動法人ホームレ
ス支援久留米越冬活動の会

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ホームレスシエンクルメエットウカ
ツドウノカイ

山本　耕之
久留米市山川町１２８８番地
２

久留米市

この法人は、野宿生活を余儀なくされて
いる人々に対して、その生活支援、自
立支援および社会的処遇改善に関す
る事業を行うことを以って、社会福祉の
向上を図ることを目的とする。

１．人権擁護又は平和の推進を図る活
動
２．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
３．まちづくりの推進を図る活動

１．基礎的支援事業（炊き出し、衣料・医薬品
の提供等）
２．相談支援事業（健康相談、生活保護相
談、年金相談等）
３．人権保護事業（人権侵害の防止及び権利
回復への取り組み等）
４．入院支援事業（入院時必需品の差し入
れ、見舞い、病院との連絡等）
５．自立支援事業（住居設定、入居支援、生
活保護申請支援、就労支援等）
６．情報提供事業（有益情報の提供及び地域
社会との交流及び広報等）
７．行政交渉及び行政との協働事業（行政と
の交渉、協力）
８．ホームレス支援に関する啓発事業

１．文化イベント開催事業
２．物品販売事業

○ ○ ○ 2006/5/12 2006/8/16 2006/9/13 3月31日 認証済み

38
特定非営利活動法人人権ネッ
トワークかざん

トクテイヒエイリカツドウホウジンジ
ンケンネットワークカザン

田中　廣文
嘉穂郡桂川町吉隈８９８番地
１

桂川町

この法人は、地域住民に対して、部落
解放・人権確立をめざす、さまざまな事
業を行い、地域社会に寄与することを
目的とする。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．人権の擁護または平和の推進を図
る活動
３．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
４．子どもの健全育成を図る活動
５．職業能力の開発または雇用機会の
拡充を支援する活動 
６．社会教育の推進を図る活動
７．保健、医療または福祉の増進を図
る活動
８．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．人権教育推進事業
２．人権啓発推進事業
３．人権相談事業
４．就労支援事業
５．上記１～４に掲げる事業を推進する施設
の管理運営事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2006/5/18 2006/8/29 2006/9/8 3月31日 認証済み

39
特定非営利活動法人国際交流
広場無窮花堂友好親善の会

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
クサイコウリュウヒロバムグンファ
ドウユウコウシンゼンノカイ

吉栁　順一
飯塚市新飯塚２４番地３号飯
塚労働会館内

飯塚市

この法人は、在日コリアンと日本人に対
し、人権・平和・歴史に関する事業を行
い日韓・日朝の友好親善と朝鮮半島の
平和的統一の実現に寄与することを目
的とする。

１．社会教育の推進を図る活動
２．人権の擁護または平和の推進を図
る活動
３．国際協力の活動

１．朝鮮人犠牲者の遺骨収集事業
２．朝鮮人犠牲者の遺骨追悼事業
３．納骨堂たる無窮花堂の維持管理事業
４．無窮花堂に併設の歴史回廊（陶板製絵
巻）の維持管理事業
５．犠牲者遺族調査及び遺骨引渡事業
６．東アジア諸民族との歴史認識共有化のた
めの調査研究及び啓発事業
７．偏見と差別を解消するための人権啓発・
尊重事業
８．国際交流広場を起点とする交流イベント
事業
９．強制労働・戦争遺跡等のフィールドワーク
事業

○ ○ ○ 2006/5/30 2006/9/13 2006/9/22 3月31日 認証済み

40 ＮＰＯ法人Ｐｅａｃｅ エヌピーオーホウジンピース 石橋　芳恵
朝倉郡筑前町朝園２０００番
地１７６

筑前町

この法人は、共に生きる地域社会の実
現を目指し、障がい者（児）および高齢
者、子ども、親等の地域住民に対して、
自立生活と社会参加の支援に関する
各種事業を行い、もって公共の福祉の
増進と人権の擁護に寄与し、地域社会
の活性化・安心で明るい未来づくりに寄
与することを目的とする。

１．保健、医療または福祉の増進を図
る活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．人権の擁護または平和の推進を図
る活動
４．子供の健全育成を図る活動

１．障がい者等に対する自立生活及び社会
参加の支援に関する事業
２．障がい者等に対するピア・カウンセリング
に関する事業
３．障がい者等に対する在宅福祉サービスに
関する事業
４．介護保険法に基づく訪問介護・介護予防
訪問介護事業
５．介護保険法に基づく訪問看護事業・介護
予防訪問看護事業
６．介護保険法に基づく第一号訪問事業
７．障害者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業
８．障害者総合支援法に基づく特定相談支援
事業
９．介護する人材の育成に関する事業 
１０．子育てに関する講演会・イベントの企
画・運営事業
１１．児童とその家族に対しふれあいイベント
の開催に係わる事業
１２．道路運送法に基づく有償輸送運送事業
１３．障がい者等の意識向上に関する各種教
室やセミナー等に関する事業 
１４．障がい者等の意識向上に関する相談及
び情報の収集・提供に関する事業
１５．託児所、学童保育所等各種施設の管理
運営事業
１６．障害者総合支援法に基づく地域生活支
援事業の受託
１７．一般乗用旅客自動車運送事業（福祉輸
送限定）

１．物品及び食品の製造・販売事
業
２．チャリティーバザー開催事業

○ ○ ○ ○ 2006/5/30 2006/9/13 2006/9/21 3月31日 認証済み

41
特定非営利活動法人山びこ福
祉会

トクテイヒエイリカツドウホウジンヤ
マビコフクシカイ

秋山　和範
豊前市大字薬師寺５９３番地
１

豊前市

この法人は、障害者、高齢者やその家
族、何らかのハンディキャップを持つ人
すべてに対し社会生活を営む上で必要
な生活支援や就労支援など障害者や
高齢者等が主体的にかつ豊かに生き
る喜びを感じながら生活することに寄与
することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
４．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
５．子どもの健全育成を図る活動 
６．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

１．障害者・高齢者等と地域住民との交流に
関する事業
２．引きこもり対策に関する事業 
３．障害者・高齢者等の健康増進に関する普
及啓発に関する事業 
４．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業
５．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく地域生活
支援事業の受託に関する事業 
６．障害を持つ方に対する共同作業所の運
営に関する事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2006/6/1 2006/9/13 2006/9/25 3月31日 認証済み

42
特定非営利活動法人エルピス
会

トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
ルピスカイ

俵　靖子
遠賀郡水巻町猪熊七丁目１
２番３３号

水巻町

この法人は、海外の貧しい地域におい
て　障害者の生活を支援する事業を行
うと共に国内外の人々に対して　ボラン
ティア人材の育成や　情報提供事業な
どを行うことによって　地球上に共に生
きる人間としての自覚を深め、地球とそ
こに住む人類の幸福を求め　平和な世
界を実現することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動 
３．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
４．国際協力の活動
５．子供の健全育成を図る活動

１．海外ボランティアの育成及び派遣事業
２．国内外の障害者の福祉向上に関する情
報提供事業
３．海外における障害者の社会復帰施設及
び生活支援施設の運営又は支援事業

１．物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ 2006/7/6 2006/10/6 2006/10/25 3月31日 認証済み

43
特定非営利活動法人ムエタイ
やまと

トクテイヒエイリカツドウホウジンム
エタイヤマト

田邉　弘
うきは市浮羽町高見８６８番
地１

うきは市

この法人は、日本を含むアジアにおい
て、生活環境、教育環境に問題を抱え
苦しむ子供たちに対して、官民一体の
生活環境の整備、援助、教育環境の設
備、提案、連携に係る事業を行なうと共
に、ムエタイを通じた事業を行なうこと
で、アジア全体の子供たちの人権擁護
及び健全育成を推進し、併せて、多種
多様な災害に対する緊急支援等の活
動や国内の人々に対する啓発事業を
行なうことで、国境を越えた国家間の連
携協力の道を開き、アジアの平和持続
のために尽力することを目的とする。

１．経済活動の活性化を図る活動
２．子どもの健全育成を図る活動
３．国際協力の活動
４．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
５．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
６．災害救援活動
７．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

１．子どもの教育環境及び生活環境の改善
事業
２．諸外国との相互理解促進のための交流
事業
３．貧困地域の生活向上に関する情報提供
及び啓発事業
４．ムエタイを中心とした武道の指導、普及事
業
５．ムエタイを中心とした武道の指導者育成
事業
６．災害被災地域への緊急支援事業
７．貧困地域の人々に対する就職及び経済
活動支援事業

１．街頭募金活動事業
２．物品販売事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2006/8/31 2006/12/13 2006/12/19 3月31日 認証済み

44
特定非営利活動法人プラチナ
サポート

トクテイヒエイリカツドウホウジンプ
ラチナネットワークニジュウイチ

伊藤　雅代 太宰府市朱雀3丁目11番1号 太宰府市

この法人は、主に起業を志す中高年齢
者や起業家に対して、起業実現・達成
の為の支援ネットワークの構築、ＩＴを活
用した起業時のサポート、起業後の組
織の発展や起業者自身の成長のサ
ポートなどを行うとともに、併せてボラン
ティア活動や地域活動への参加支援を
行うことで地元経済の活性化及び中高
年齢者の生き甲斐づくりの推進を図り、
また後見に関する事業を行うことで市
民の人権や福祉の増進を図り、もって
地域社会全体の利益に貢献する事を
目的とする。

１．社会教育の推進を図る活動
２．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
３．情報化社会の発展を図る活動
４．経済活動の活性化を図る活動
５．職業能力の開発又は、雇用機会の
拡充を支援する活動
６．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
７．地域安全活動
８．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
９．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．起業を志す中高年齢者や起業家を主とし
た勉強会や情報交換会等の開催および支援
事業
２．中高年齢者の起業や運営に関する情報
収集・提供のためのネットワーク形成事業
３．中高年齢者の起業家を主とした販売促
進・集客に関する支援事業
４．中高年齢者の就業支援事業
５．ＩＴを利用したコミュニケーションスキルや
営業力の養成事業
６．中高年齢者を活用した地域防犯活動の推
進啓発事業
７．中高年齢者のボランティア活動や地域活
動に対する総合的な支援事業 
８．任意後見人および任意後見監督人の受
任、指導、育成事業
９．法定後見人および法定後見監督人の受
任、指導、育成事業
１０．医療、福祉および介護等施設の評価お
よび情報の提供
１１．遺言執行、財産管理、葬儀等の諸手続
および各手続申請等の補助事業
１２．前各号にかかる講演会、各種研修会の
開催および講師派遣事業
１３．前各号にかかる行政機関、各種団体と
の連絡協調に関する事業 
１４．前各号にかかる情報誌、刊行物の発行

１．ＩＴシステム構築受託事業
２．広告・宣伝事業
３．ＩＴなど専門家の人材派遣

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2006/10/24 2007/1/24 2007/5/25 6月30日 認証済み

45
特定非営利活動法人福祉会す
まいる

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クシカイスマイル

宮本　泉
久留米市荒木町荒木１５５５
番地３

久留米市

この法人は、障害者問題に関する啓発
活動及び障害者に対する生活支援事
業を行い、障害者の自立と社会参加の
促進及び福祉の増進に寄与することを
目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動

１．障害者共同作業所の管理・運営事業
２．障害者自立支援法に基づく地域生活支援
事業の受託
３．障害者自立支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業
４．障害者の就業支援事業
５．障害者問題に関する啓発事業

○ ○ 2006/11/13 2007/2/16 2007/3/14 3月31日 認証済み

46 特定非営利活動法人人間賛歌
トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
ンゲンサンカ

相良　五郎
嘉穂郡桂川町大字吉隈１１４
３番地

桂川町
飯塚市大字幸袋７８１番地の
６４

この法人は、心に多くの不安・問題を抱
えた者や障害児者に対して、老若男女
を問わず、本人及び家族が学校・職場
など地域社会と共生出来るように支援
事業を行う。弱者と言われる人が社会
に受け入れられ、地域社会の人も安心
して心に障害を持つ人を受け入れられ
る様に、地域の啓蒙活動や研修会等を
開き、児童虐待防止・自殺防止・虐め防
止等、全ての人が健やかに暮らせる地
域社会づくりと福祉の増進に寄与する
ことを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
５．子どもの健全育成を図る活動
６．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言援
助の活動

１．障害児童・生徒の進路等の相談支援事業
２．不登校児童・生徒を対象にした相談支援
事業
３．いじめる子、及びいじめられる子を対象と
した相談支援事業
４．自殺防止・予防に関する相談支援事業
５．引きこもり・ニートを対象とした相談支援事
業
６．うつ病を対象にした相談支援事業
７．在日外国人を対象にしたストレスケアー
等の相談支援事業
８．「心の問題」に対し適切な医療機関等の
紹介事業
９．上記１～８の内容に対し相談員の派遣事
業
１０．上記１～８の内容に対し研修会等の開
催、及び情報提供の事業
１１．障害者や社会的弱者の福祉作業所及
び福祉ホームの運営事業

１．物品販売事業
２．共済事業
３．新設及び老朽化した福祉施設
等の建て替えや補修に関する指
導・助言

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2007/3/27 2007/7/3 2007/7/4 3月31日 認証済み

47
特定非営利活動法人飯塚人権
センター

トクテイヒエイリカツドウホウジンイ
イヅカジンケンセンター

山本　哲也
飯塚市筑穂元吉７１２番地１
３

飯塚市

この法人は、地域住民に対して、人権
教育及び人権啓発の推進に関する法
律の主旨に基づき、人権問題の啓発・
教育等の事業を行うことにより、人権尊
重及び人権擁護に資することを目的と
する。

１　保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２　社会教育の推進を図る活動 
３　まちづくりの推進を図る活動 
４　人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
５　男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
６　子どもの健全育成を図る活動 
７　職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
８　前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１　人権教育・啓発推進事業
２　就労支援事業
３　第3条の目的を達成するために必要な指
定管理者制度に係る施設の管理運営受託事
業
４　その他第3条の目的を達成するために必
要と認められる事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2007/6/10 2007/9/12 2007/9/27 3月31日 認証済み



48
特定非営利活動法人みらいま
ちネット

トクテイヒエイリカツドウホウジンミ
ライマチネット

森松　重剛 春日市泉３丁目８７番地 春日市

この法人は、行政や事業者、ボランティ
アなどが協働して、市民主体の安全で
安心して生活できる明るいまちづくりを
目指し、環境の整備、地域活性化、食
生活の改善、地域産業の育成・促進、
高齢者・障害者福祉、学校教育・社会
教育の推進、情報化社会への対応の
活動を行い、行財政の健全化推進や、
地域社会の発展と安全に寄与すること
を目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動 
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
５．環境の保全を図る活動
６．地域安全活動
７．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
８．子どもの健全育成を図る活動 
９．情報化社会の発展を図る活動 
１０．経済活動の活性化を図る活動 
１１．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
１２．消費者の保護を図る活動 
１３．前各号に掲げる活動を行う団体
の運営又は活動に関する連絡、助言
又は援助の活動

１．将来に向けた地区の住環境の保護・改善
に関する支援事業
２．情報化社会への地域の対応に関する支
援事業
３．高齢者・身障者をはじめ地域の方々に対
するパソコン・インターネットの教育の支援活
動
４．高齢者のライフスタイル向上に関する支
援事業
５．有機栽培、自然食品に関する技術および
商品の企画・開発・販売事業
６．関係団体との連携によるエコロジーに関
する技術および商品の企画・開発・販売事業

１．インターネットや会報その他の
広告及びピーアール事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2007/11/13 2008/2/13 2008/2/28 3月31日 認証済み

49
特定非営利活動法人ソルト・パ
ヤタス

トクテイヒエイリカツドウホウジンソ
ルト・パヤタス

上田　壮一朗
糟屋郡篠栗町大字篠栗３６８
６番地１

篠栗町

Unit 211PM Apartment，#24
Matalino Street，Diliman，
Quezon City，Metro Manila，
Philippines

この法人は、全ての人々が、国籍に係
りなく健康で最低限度の文化的生活を
保証され公正な社会と世界を創出する
ために、東アジアを中心に、貧困に苦し
む現地住民に対して支援を行い、自立
促進と生命の保全に貢献する事業を行
い、また広報活動を通じて問題の理解
と参画を推進することを目的とする。

１．国際協力の活動
２．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
３．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
４．子供の健全育成を図る活動 
５．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
６．社会教育の推進を図る活動 
７．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．貧困地域での教育支援事業
２．貧困地域での女性収入向上事業
３．貧困地域での医療支援事業
４．貧困・格差の問題に関する理解を深め、
公正な社会をめざし地域・職場・学校で活躍
する人材を育てるための啓発および研修事
業
５．その他会の目的に合致し、必要と認める
事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2008/3/28 2008/6/25 2008/7/4 12月31日 認証済み 認定 絶対値基準 2016/5/16 2021/5/15

50
ＮＰＯ法人直方市特別支援教
育後援会

エヌピーオーホウジンノオガタシト
クベツシエンキョウイクコウエンカ
イ

川口　武壽 直方市新町3-3-10 直方市 直方市神正町３番地３２号

この法人は、特別支援教育を必要とす
る児童・生徒等とその家族・関係者及び
地域社会に対して適切な療育・正しい
知識の啓蒙や支援システムの研究開
発・人材育成を行うと共に平等かつ先
駆的な教育を推進し、また自然の営み
から得られる生命の大切さや「江戸しぐ
さ」の伝承等を通じて子供たちのいのち
と心が尊重され、未来への希望と社会
全体の利益の増進に寄与することを目
的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動 
３．学術・文化、芸術又はスポーツの振
興を図る活動 
４．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
５．子どもの健全育成を図る活動

１．特別支援教育を必要とする児童・生徒等
の療育に関する事業 
２．特別支援教育に対する正しい理解を啓発
する事業
３．特別支援教育を必要とする児童・生徒等
の余暇活動を支援する事業 
４．特別支援教育を必要とする児童・生徒等
とその家族及び関係者に対する相談・情報提
供事業
５．特別支援教育を必要とする児童・生徒等
の当事者活動を支援する事業
６．特別支援教育を必要とする児童・生徒等
の援助システムの研究開発事業
７．特別支援教育を必要とする児童・生徒を

○ ○ ○ ○ ○ 2008/6/24 2008/9/26 2008/9/30 3月31日 認証済み

51 ＮＰＯ法人ひかりのさと エヌピーオーホウジンヒカリノサト 堀内　敏治
中間市岩瀬一丁目２６番１２
号

中間市

この法人は、在宅で介護の必要な高齢
者その他支援を必要とする人々及び子
どもに対して、地域に根ざし、心のこ
もった助け合い及び高齢者その他の支
援を要する人の介護等支援に関する事
業を行い、すべての人々が健やかに暮
らせる地域づくりと福祉の増進に寄与
することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．子どもの健全育成を図る活動 
３．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
４．社会教育の推進を図る活動 
５．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．介護保険法に基づく通所介護及び介護予
防通所介護事業
２．介護保険法に基づく小規模多機能型居宅
介護及び介護予防小規模多機能型居宅介
護事業
３．介護保険法に基づく訪問介護及び介護予
防訪問介護事業
４．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
５．福祉・介護にかかる教育研修事業
６．福祉・介護にかかる調査研究、情報収集
及び情報提供事業
７．福祉・介護にかかる会報及び出版物発行
事業
８．子どもの保育等の子育て支援に関する事
業
９．障害者自立支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業
１０．障害者自立支援法に基づく地域生活支
援事業の受託
１１．障害者自立支援法に基づく相談支援事
業
１２．障がい者への理解を促進するための普
及啓発事業

１．物販事業
２．広告掲載事業

○ ○ ○ ○ ○ 2008/9/23 2009/1/5 2009/1/8 3月31日 認証済み

52 ＮＰＯ法人地域おたすけ隊
エヌピーオーホウジンチイキオタス
ケタイ

掛橋　香名子 田川郡川崎町大字田原８１８ 川崎町

この法人は、筑豊地域の住民に対し
て、宅老所の運営事業、人権啓発事業
などを行うことにより、地域社会の福祉
の増進に寄与し、また、資源リサイクル
事業などを行うことにより、安心して健
やかに暮らせる地域社会作りに寄与す
ることを目的とする。さらに、これらの事
業を起点として、地域の人的資源の有
効活用事業などを行うことにより、活気
あふれる地域社会作りにも寄与するこ
とを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．環境の保全を図る活動
４．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
５．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
６．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．宅老所の運営
２．シニアの生きがいづくりのための企画及
び運営事業
３．地域振興促進に関する企画及び運営事
業
４．地域間交流促進に関する企画及び運営
事業
５．リサイクルに関する企画、運営及び調査
研究事業
６．家畜ふん尿等の有効利用事業
７．資源循環型社会構築のためのリサイクル
資源等に係る産業廃棄物処理業
８．リサイクル資源等を活用した製品等の運
搬のための一般貨物自動車運送事業
９．人権問題や平和に関するセミナー、相談
会の開催の事業
１０．人材開発及びビジネスマッチング事業
１１．地域の人的資源を活かす環境作りのた
めの職業紹介事業
１２．地域の人的資源を活かす環境作りのた
めの人材派遣事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2008/10/30 2009/1/29 2009/2/10 12月31日 認証済み

53 NPO法人みらい エヌピーオーホウジンミライ 坂瀬　美智子
糸島市二丈深江１１４５番地
の１

糸島市

この法人は、障害者やその家族、何ら
かのハンディキャップを持つ全ての人
に対して、一人ひとりの能力や適正に
応じて、就労や自立、日常生活動作の
支援に関する事業、地域社会との交流
に関する事業を行い、地域の中で共に
生きることができる社会づくりに寄与す
ることを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．人権の擁護、又は平和の推進を図
る活動
４．子どもの健全育成を図る活動
５．職業能力の開発、又は雇用機会の
拡充を支援する活動

１．障害者福祉作業所の運営事業
２．障害者自立支援法に基づく地域生活支援
事業の受託
３．障害者や何らかのハンディキャップを持つ
人に対する日常生活支援及び自立訓練事業
４．障害者（児）や何らかのハンディキャップを
持つ人の福祉向上に関する情報提供事業
５．障害者や何らかのハンディキャップを持つ
人と地域住民との交流事業
６．障害者や何らかのハンディキャップを持つ
人に対する余暇活動支援事業

○ ○ ○ ○ ○ 2008/10/30 2009/1/29 2009/2/27 3月31日 認証済み

54 特定非営利活動法人ふくし邑
トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クシムラ

樋口　芳子
八女市立花町谷川１１５６番
地

八女市

この法人は、障害者等に対して在宅情
報サービスを行い、障害者共同作業所
を継続して運営し在宅での自立した生
活を支援するとともに、障害に対する認
知を深め一般市民の人権意識を高め
る活動を行うこととする。また介護等福
祉に関する研修を開催することにより、
より質の高い介護者の養成等及び障
害者の就労を目指すものである。もっ
て地域福祉及び障害者等の生活の質
の向上を図ることを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
４．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

１．障害者生活相談事業
２．小中高生対象福祉教育事業
３．障害者スポーツ・レクレーション普及活動
事業
４．障害者共同作業所の運営事業
５．介護職員及び障害福祉サービス従事者
等の研修事業

１．寄付された物品等の販売事業 ○ ○ ○ ○ 2008/12/15 2009/3/18 2009/4/3 3月31日 認証済み

55
特定非営利活動法人ちくほう
共学舎「虫の家」

トクテイヒエイリカツドウホウジンチ
クホウキョウガクシャ「ムシノイエ」

古野　勝
鞍手郡小竹町大字御徳１６７
番地の３０

小竹町

この法人は、障害をもつ人たちに対し
て、障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律に基づく
地域生活支援事業などを行うとともに、
地域社会に対しても障害をもつ人たち
への理解や人権意識を普及させるため
の啓発事業を行うことで、すべての
人々が平等に暮らせる関係づくりに寄
与することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．人権の擁護又は平和の増進を図る
活動
３．災害救援活動
４．国際協力の活動
５．社会教育の推進を図る活動
６．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく地域生活
支援事業の受託
２．障害者に対する就労支援事業
３．障害者や社会的困難を背負う人たちへの
理解を促進するための研修・普及啓発事業
４．障害者やその家族に対する交流・相談支
援事業
５．障害者に対する災害時の救援事業

○ ○ ○ ○ ○ 2009/3/23 2009/6/25 2009/7/1 3月31日 認証済み

56
特定非営利活動法人舞台アー
ト工房・劇列車

トクテイヒエイリカツドウホウジンブ
タイアートコウボウ・ゲキレッシャ

釜堀　茂
久留米市山本町耳納８３８番
地１

久留米市

この法人は、あらゆる人々を対象にし
て、地域の舞台芸術を創造して文化芸
術振興と普及に関する事業をおこな
い、文化芸術の力でゆたかで公平な社
会づくりに貢献することを目的とします。

１．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
２．社会教育の推進を図る活動 
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．子どもの健全育成を図る活動 
５．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
６．国際協力の活動

１．舞台芸術創造と普及活動に関する企画、
制作及び運営に関する事業
２．地域の文化芸術活動に関する交流、研
修、人材養成の事業
３．文化や舞台芸術を生かしたまちづくり、人
権の擁護、平和の推進を図る事業 
４．文化や舞台芸術を生かした子どもの健全
育成、社会教育にかかわる事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2009/4/16 2009/7/29 2009/8/25 3月31日 認証済み

57
特定非営利活動法人ＷＩＮＧ福
岡

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ウィングフクオカ

松藤　健一
柳川市大和町中島１８７３番
地１

柳川市

この法人は、中高生を主とする青少年
あるいはそれを支援する地域の人々に
対して、アジアの国々の青少年を主と
する人々との交流に関する事業を行
い、国際化の進展する社会の中で、自
分で学び、自分で考え、自分で判断し、
指導力が発揮できるような人間を育て
る事に寄与することを目的とする。

１．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
２．国際協力の活動
３．子供の健全育成を図る活動 
４．社会教育の推進を図る活動 
５．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
６．まちづくりの推進を図る活動 
７．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．日本の青少年がアジアの国々を訪れて行
う交流事業
２．アジアの国々の青少年を日本に招いて行
う交流事業
３．国際交流に関するコンサートや演劇及び
講演会などの開催、並びに機関紙及び国際
交流や平和を主題とする広報事業
４．青少年やアジアからの留学生の為の、日
本文化の学習や地域交流活動の企画・運
営・支援事業
５．フェアトレード事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2009/7/7 2009/10/9 2009/10/21 3月31日 認証済み

58
ＮＰＯ法人権利擁護支援セン
ターふくおかネット

エヌピーオーホウジンケンリヨウゴ
シエンセンターフクオカネット

椛島　修
久留米市長門石１丁目４番３
３号　長門石ＯＣビル１０４

久留米市

この法人は、障がい者、高齢者、児童
等、市民一人一人に対して、地域での
暮らしや福祉サービスの利用に関わる
権利擁護の支援に関する事業を行い、
人権の擁護と社会福祉の増進に寄与
することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
３．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．福祉サービスに関する利用支援事業 
２．権利擁護及び成年後見業務に関する事
業
３．各号の事業について連絡及び援助に関
する事業

○ ○ ○ 2009/8/19 2009/11/11 2009/12/1 3月31日 認証済み

59 ＮＰＯ法人就労支援機構
エヌピーオーホウジンシュウロウ
シエンキコウ

山﨑　幸夫
那珂川市後野２丁目１番２－
２０３号（インプレスアクア那
珂川）

那珂川市

この法人は、若年層を中心に、社会的
困窮者等に対して、就労支援・雇用機
会の拡充・職業能力の開発を支援する
活動を行い、又、同じ目的を有する他
団体との連携を図りながら地域の就業
率の増進に寄与することを目的とする。

１．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
２．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
３．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
４．以上の活動を行う団体の運営又は
活動に関する連絡、助言又は援助の

１．権利擁護及び成年後見業務に関する事
業
２．社会的困窮者の社会復帰後の支援活動
事業
３．社会的困窮者の社会復帰への理解を深
めるための啓発事業 
４．職業能力の開発向上に関する各種講習
及び体験就労事業

○ ○ ○ ○ 2009/9/10 2009/12/4 2009/12/9 1月31日 認証済み

60 ＮＰＯ法人家庭子どもセンター
エヌピーオーホウジンカテイコドモ
センター

篠崎　正美 朝倉市宮野１８０５番地１ 朝倉市

この法人は、地域における形態も考え
方も多様になった現代の家庭・家族・子
どもに対して子育てをしやすいまちづく
りを行うこと、ならびに、確かな学習に
裏打ちされた家庭・家族・子どもへの相
談や支援事業等の活動、子どもの健や
かな成長発達に不可欠な仲間集団や
異世代交流の拡充・推進を図ること。さ
らにまた将来的には、豊かなコミュニ
ケーションと活力のある地域社会を形
成するための情報発信に積極的に取り
組む。市民の目線で、互いに支えあえ
る子育てネットワークやファミリーサ
ポート、就労についての情報、職業能
力向上の研修などをおこなうとともに、
県内の多地域のＮＰＯとも連携して、包
括的な家庭・家族・子ども支援のネット
ワーク化の推進ならびに発展に寄与す
ることを目的とする。

１．子どもの健全育成を図る活動
２．保健、医療、又は福祉の推進を図
る活動
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
５．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
６．職業能力の開発または雇用機会の
拡充を支援する活動
７．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営または活動に関する連絡、助言、
または援助の活動

１．子育て世帯の子育てに関する相談・支援
事業
２．託児事業
３．子育て支援の地域における普及・啓発事
業
４．男女のワーク・ライフ・バランスの推進の
啓発普及事業
５．親子の適切な関係性を構築するための親
の学習とエンパワーメント支援事業
６．固定的な性別役割観念にとらわれない家
庭教育の普及事業
７．障害を持つ子どものいる家庭への支援・
相談事業
８．一人暮らし、夫婦二人暮らし高齢者世帯
での介護・医療・保健ニーズのある高齢者の
世帯への見守りと情報提供事業
９．保健、医療又は福祉における支援事業等
に関する情報発信時業
１０．就労についての情報提供と職業能力向
上の研修事業

１．物品販売事業
２．物品の貸付事業
３．出版事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2009/12/1 2010/2/19 2010/3/26 3月31日 認証済み

61
特定非営利活動法人京都行橋
ヒューマンライツ

トクテイヒエイリカツドウホウジンミ
ヤコユクハシヒューマンライツ

松下　忠夫 行橋市西宮市５丁目５番１号 行橋市

この法人は、京都行橋地域における人
権のまちづくりを推進し、全ての差別の
撤廃と人権の確立された社会の建設を
目的とし、自然や地域の人々との協働
の取り組みを行い、もって社会全体の
発展・利益に貢献することを目的とす
る。

１．社会教育の推進を図る活動 
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
４．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
５．子どもの健全育成を図る活動

１．人権教育・啓発のための各種講演会、研
修会事業
２．人権侵害に関する相談事業
３．人権を守るための調査、研究及び政策提
言事業
４．人権のまちづくり推進事業
５．子どもの豊かな感性や発想を生み出す参
加・体験事業
６．第３条の目的を達成するために必要な施
設の管理、運営受託事業
７．人権に関する情報提供事業

１．物品販売事業
２．運送業
３．請負業
４．料理店業その他の飲食店業
５．労働者派遣業

○ ○ ○ ○ ○ 2010/6/1 2010/9/1 2010/9/14 3月31日 認証済み

62
ＮＰＯ法人新創会　どげんか
しょうや！飯塚

エヌピーオーホウジンシンソウカイ
ドゲンカショウヤ！イイヅカ

安永　修吉 飯塚市弁分１２７番地７ 飯塚市

この法人は一般市民に対して市民の意
見や要望が市政及び県政、国政に反
映される市民が主体となる新しいまちを
創造するため、福祉、教育、文化、経
済、健康、人権、その他まちづくりに関
連する必要な情報収集及び情報提供
をし、まちづくりへの参加を促すととも
に、また、まちづくりに対する提言及び
議論をすることをもって官民協調の明る
く住みよいまちづくりに寄与することを
目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動 
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．環境の保全を図る活動 
５．災害救援活動
６．地域安全活動
７．人権の擁護を図る活動 
８．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．まちづくりに関する情報収集・企画・評価・
提言・相談事業
２．まちづくりに関する回答の公開、情報の提
供、取材の内容等の広報事業
３．都道府県、並びに他市町村との交流促進
を図り、地域振興に寄与する事業 
４．その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2010/9/21 2011/1/5 2011/2/8 3月31日 認証済み

63
特定非営利活動法人自分らし
くみんなと暮らすウォッチ

トクテイヒエイリカツドウホウジンジ
ブンラシクミンナトクラスウォッチ

野田　政氏
久留米市津福本町７８６番地
６グランピア津福３０１

久留米市

この法人は、障害者及び高齢者等に対
して、権利擁護活動及び地域の中での
日常生活支援に関する事業を行い、よ
り良い社会の実現と福祉の増進に寄与
することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動

１．権利擁護及び成年後見業務に関する事
業
２．障害者等に対する行動支援事業 
３．前各号に関するイベントの企画・運営事
業

○ ○ 2010/12/14 2011/3/11 2011/4/7 6月30日 認証済み

64 特定非営利活動法人子援会
トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
エンカイ

豊田　恭正
福岡県大牟田市大字草木８
５番地９

大牟田市

この法人は、中等度から軽度発達障害
児に対し、保育園や幼稚園、学校、療
育施設との連携を強め、早期に発見
し、必要な療育を提供することで、児の
生活の質を高め、より社会に適応でき
るよう、各種調査事業、児童福祉法に
基づく通所支援事業を行うことで、地域
への啓蒙活動及び連携の強化、直接
的なサービスを提供し、地域密着型の
療育システムの確立に寄与することを

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
４．子どもの健全育成を図る活動

１．保健、医療又は福祉の増進を図る活動
　　(1)児童福祉法に基づく通所支援事業
　　(2)療育マップ作成事業
２．社会教育の推進を図る活動
　　(1)他施設動向調査及び連携強化事業
３．人権の擁護又は平和の推進を図る活動
　　(1)児療育状況調査事業
　　(2)保護者ニーズ調査事業
４．子どもの健全育成を図る活動
　　(1)障害児早期発見着手事業

○ ○ ○ ○ 2011/5/16 2011/7/29 2011/8/5 3月31日 認証済み



65 ＮＰＯ法人宮若の里
エヌピーオーホウジンミヤワカノサ
ト

髙橋　明
福岡県宮若市本城４２８番地
１

宮若市

この法人は、現在の厳しい雇用失業情
勢において、再就職を希望する高齢
者・障害者の生きがい対策として、環境
保全、まちづくり等に関する特定非営利
活動を通じて、雇用機会の創出を図り、
再就職の斡旋等、就労の支援を行い、
地域雇用の創造を通じて地域再生を図
ることを目的とする。

１．社会教育の推進を図る活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．保健･医療又は福祉の増進を図る
活動
４．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
５．環境保全を図る活動
６．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
７．前各号の掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．さわやか道路美化促進事業
２．グリーンリバー推進事業
３．公共施設･民間施設の管理受託事業
４．森林整備事業
５．高齢者･障がい者ＩＴサポート事業
６．その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2011/8/10 2011/11/25 2011/12/7 3月31日 認証済み

66 ＮＰＯ法人賢治の学校ふくおか
エヌピーオーホウジンケンジノガッ
コウフクオカ

牧野　奈巳
福岡県福津市宮司浜２丁目
３５番１号

福津市

この法人は、「子どもも大人も生きる希
望の持てる社会づくり」　を目指して、ル
ドルフ・シュタイナーの教育思想を基礎
としながら、子どもたちが安心して過ご
し、成長していける場をつくるとともに、
教師と親がともに学び続けていける場
をつくることを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動 
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
５．環境の保全を図る活動 
６．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
７．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
８．子どもの健全育成を図る活動 
９．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．乳幼児・小学生教育
２．親子の活動
３．大人のための講座・研修
４．シュタイナー教育を中心とした普及啓発
５．会報の発行その他の広報
６．その他この法人の目的を達成するための
事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2011/9/15 2011/12/19 2011/12/22 3月31日 認証済み

67
特定非営利活動法人学童保育
協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンガ
クドウホイクキョウカイ

楠　凡之
鞍手郡小竹町大字新多1543
番地の2

小竹町

この法人は、学童保育指導員（放課後
児童指導員）等に対して（1）学童保育
指導員に求められる専門的な力量を
培っていくための研修事業の実施、（２）
学童保育指導員に求められる指導力
量を系統的に培っていくための総合的
な教育課程に基づいた学童保育指導
員の資格の認定講習の実施、（3）有資
格者を配置する学童保育所の運営事
業の実施、（4）資格取得後の継続的な
研修や相互学習の機会の保障に関す
る事業を行ない、学童保育所の子ども
達だけでなく、すべての児童の豊かな
生活世界の保障に寄与する取り組みを
進めることを目的とする。　 

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
５．地域安全活動
６．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
７．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
８．子どもの健全育成を図る活動
９．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
１０．前各号に掲げる活動を行う団体
の運営又は活動に関する連絡、助言
又は援助の活動

１．学童保育指導員資格認定事業
２．学童保育指導員研修事業
３．学童健全育成事業
４．学童保育運営事業
５．他団体の学童保育の事務受託、学童保
育指導員及び学童保育事業従事者の研修
事業の受託事業
６．学童に関する著作等の出版事業
７．高齢者等と学童との交流事業
８．学童保育に関する情報提供事業 
９．その他本会の目的を達成するための事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2011/10/18 2012/2/2 2012/2/10 3月31日 認証済み

68 NPO法人あがの エヌピーオーホウジンアガノ 原　真由美
福岡県田川郡赤村大字赤４
５３０番地３

赤村

　この法人は、地域社会を取巻く情勢
が大きく変動し、家族のライフスタイル、
意識、そして生活する家、街の環境も
年々変化する中で、地域活性化の推進
を図る活動や森林・林業等の環境整備
を通じ雇用機会の拡充を支援する活動
とともに、社会的弱者といわれる高齢
者、障がい者等の生活の質を向上さ
せ、生き生きとした地域生活をおくるた
め個々人のニーズや地域の特性に合
わせた柔軟な小回りのきく行きとどいた
福祉サービスを提供するため、訪問介
護事業等を通じて社会的弱者の福祉

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
４．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
５．前各号の掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．介護保険法に基づく訪問介護事業・介護
予防訪問介護事業
２．世代間交流等による地域活性化事業
３．人権セミナー事業
４．職業訓練事業
５．森林・林業等の環境整備事業
６．その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

１．物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ 2011/12/14 2012/3/14 2012/3/26 3月31日 認証済み

69 NPO法人ちっご未来塾
エヌピーオーホウジンチッゴミライ
ジュク

空閑　重信 久留米市通町６番地２１ 久留米市

この法人は、福岡県県南地域（久留米
市、大牟田市、柳川市、八女市、筑後
市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉
市、みやま市、筑前町、東峰村、大刀
洗町、大木町、広川町、以下「県南地
区」という）に対して、経済、社会、文
化、政治等に関する諸問題を調査研究
し、その正しい発展を図るための事業
を行い、その地域社会の繁栄と平和に
寄与するとともに、指導者訓練を基調と
した修練、社会奉仕及び他団体との連
携を図ることを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動 
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．観光の振興を図る活動 
５．農山漁村又は中山間地域の振興を
図る活動
６．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
７．環境の保全を図る活動 
８．災害救援活動
９．地域安全活動
１０．人権の擁護又は平和の推進を図
る活動
１１．国際協力の活動
１２．男女共同参画社会の形成の促進
を図る活動 
１３．子どもの健全育成を図る活動 
１４．情報化社会の発展を図る活動 
１５．科学技術の振興を図る活動 
１６．経済活動の活性化を図る活動 
１７．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
１８．消費者の保護を図る活動 
１９．前各号に掲げる活動を行う団体
の運営又は活動に関する連絡、助言
又は援助の活動

１．教育に関する調査・研究事業
２．教育に関する情報提供事業
３．教育に関するイベントの企画・運営事業
４．環境に関する調査・研究事業
５．環境に関する情報提供事業
６．環境に関するイベントの企画・運営事業
７．観光に関する調査・研究事業
８．観光に関する情報提供事業
９．観光に関するイベントの企画・運営事業
１０．経営者養成に関する調査・研究事業
１１．経営者養成に関する情報提供事業
１２．経営者養成に関するイベントの企画・運
営事業
１３．投資経済に関する調査・研究事業
１４．投資経済に関する情報提供事業
１５．投資経済に関するイベントの企画・運営
事業
１６．若者まちづくりに関する調査・研究事業 
１７．若者まちづくりに関する情報提供事業 
１８．若者まちづくりに関するイベントの企画・
運営事業
１９．福祉研究に関する調査・研究事業
２０．福祉研究に関する情報提供事業
２１．福祉研究に関するイベントの企画・運営
事業

１．物品販売事業
２．広告掲載事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2012/1/30 2012/4/25 2012/6/7 12月31日 認証済み

70 特定非営利活動法人ひまわり
トクテイヒエイリカツドウホウジンヒ
マワリ

庄島　隆博
大川市大字津１２番地１ひま
わりビル

大川市

この法人は、地域社会で暮らす高齢
者・障がい者等の生活の自立を支える
活動の実施及び介護施設の運営に関
する事業を行い、不特定多数の人々の
利益の増進に寄与することを目的とす
る。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
４．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
２．介護保険法に基づく訪問介護事業及び介
護予防訪問介護事業
３．介護保険法に基づく訪問入浴介護事業及
び介護予防訪問入浴介護事業
４．介護保険法に基づく通所介護事業及び介
護予防通所介護事業
５．介護保険法に基づく短期入所生活介護事
業及び介護予防短期入所生活介護事業
６．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業
７．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく地域生活
支援事業の受託
８．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく相談支援
事業
９．障がい者に対する無許可作業所の運営
事業
１０．障がい者に対する就労支援事業
１１．障がい者への理解を促進するための普
及啓発事業
１２．介護保険法に基づく特定福祉用具販売
事業及び特定介護予防福祉用具販売事業
１３．介護保険法に基づく福祉用具貸与事業
及び介護予防福祉用具貸与事業
１４．介護ヘルパー養成スクールの経営
１５．一般乗用旅客自動車運送事業及び特
定旅客自動車運送事業
１６．高齢者、障害者、幼児等の宅老所、託

１．物販業
２．農業等の収穫物の販売事業

○ ○ ○ ○ 2012/2/14 2012/5/14 2012/6/1 3月31日 認証済み

71 ＮＰＯ法人いとなみ エヌピーオーホウジンイトナミ 藤井　芳広
糸島市志摩櫻井4460番地１
２

糸島市

この法人は、日本と韓国、アジアの市
民に対して、平和的共生的な文化の創
造と持続可能な地域社会の形成に関
する事業を行い、糸島にこれからのア
ジアのモデルとなるような平和と共生と
持続可能な地域社会をつくり、日本と韓
国、日本とアジアの市民の交流と友好
に寄与することを目的とする。

１．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
２．国際協力の活動
３．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
４．環境の保全を図る活動
５．まちづくりの推進を図る活動 
６．農山漁村又は中山間地域の振興を
図る活動
７．社会教育の推進を図る活動
８．子どもの健全育成を図る活動
９．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
１０．観光の振興を図る活動

１．日本、韓国、アジアの歴史や文化や伝統
に関する調査・研究事業
２．日本、韓国、アジアの現在や未来に関す
る情報提供事業
３．日本、韓国、アジアに関するイベントや
ワークショップの企画・運営事業
４．日本、韓国、アジアに関するスタディツ
アーの企画・運営事業
５．日本、韓国、アジアに関する書籍の出版
事業
６．日本、韓国、アジアに関する製品の販売
事業
７．持続可能な社会のモデルとしてエコビレッ
ジの企画・建設・運営事業
８．帰農希望者や留学生などへの居住地の
紹介と生活のサポート事業
９．森の再生と森との共生文化の復活に関す
る森林保全事業
１０．海や川の再生と海や川との共生文化の
復活に関する海川保全事業
１１．森や海や川からとれる自然素材を利用
した伝統文化を継承するワークショップの企
画・運営事業
１２．森や海や川からとれる自然素材を利用
した製品の販売事業
１３．国際理解や平和教育や自然との共生を
目的とした教育事業
１４．国際理解や平和教育や自然との共生を
目的とした学びの場の企画・建設・運営事業
１５．農や食やアジアの伝統的な医療を通し
た健康推進事業

１．物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2012/3/22 2012/6/21 2012/7/13 11月30日 認証済み

72
特定非営利活動法人ファザー
リング・ジャパン九州

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ファザーリング・ジャパンキュウ
シュウ

宮原　礼智
福岡市城南区田島1丁目12
番34号

福岡市城南区 糸島市志摩野北2520番地7

この法人は、広く一般市民に対して、父
親の子育てを支援する事業の一環とし
て、男女共同で自主管理する保育園の
運営、支援者の養成による男女共同参
画事業、子育てに関する講演会・セミ
ナースクールの開催及び調査・研究事
業、情報誌・機関紙の発行及びホーム
ページの開設による普及啓発事業を行
い、同じ目的を持つ多くの方々の意識
を高め連携を図っていくことで、不特定
多数の方々の利益を増進し、豊かな地
域社会の実現に寄与することを目的と
する。 

１．社会教育の推進を図る活動 
２．地域安全活動
３．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
４．国際協力の活動
５．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
６．子どもの健全育成を図る活動 
７．以上の活動を行なう団体の運営又
は活動に関する連絡、助言又は援助
の活動

１．自主管理する保育園の運営、支援者の養
成事業
２．子育てに関する講演会・セミナースクール
の開催事業
３．子育てに関する調査・研究事業
４．子育てに関する普及啓発事業
５．目的を同じくする他の団体との連携事業
６．その他目的を達成するために必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2012/3/29 2012/6/29 2012/7/6 3月31日 認証済み

73
ＮＰＯ法人地球・環境・人等共
生

エヌピーオーホウジンチキュウ・カ
ンキョウ・ヒトトウキョウセイ

三宮　征司
北九州市若松区畠田三丁目
４番１２号

北九州市若松区 福岡県宗像市神湊４４番１

この法人は、福岡県内の海岸線や森林
の環境整備を行うことにより、地域の安
全と環境保全に力を注ぎ、地域住民の
交流促進・活性化や求職者の就業支援
及び雇用機会の拡充、子どもの健全育
成を図り、少子高齢化対策、農林水産
事業の活性化等地域の多様なニーズ
に沿った地域活動を意欲に満ちた地域
住民の参加によって展開し、太陽・水・
緑・環境・人等が共生するより安心して
豊かで明るい住環境の町づくりや生き
甲斐づくり等、地域住民の自立支援の
ため、各自治体や関係各所とも連携を
とりながら地域社会に貢献することを目
的とする。

１．街づくりの推進を図る活動 
２．環境の保全を図る活動
３．地域安全活動
４．子どもの健全育成を図る活動
５．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
６．経済活動の活性化を図る活動 
７．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
８．社会教育の推進を図る活動
９．学術、文化、芸術、スポーツの振興
を図る活動 
１０．人権の擁護を図る活動
１１．前各号に掲げる活動を行う団体
の運営又は活動に関する連絡、助言
又は援助の活動

１．公園及び一般庭園の花の生産、植栽事
業
２．公園・街路樹の剪定及び道路等の清掃、
除草事業
３．一般家庭からの一般ゴミ及び粗大ゴミの
収集、運搬事業
４．一般住宅の増改築、補修事業及びそれに
伴う産業廃棄物の収集運搬事業
５．求職者への就業紹介、人材派遣事業
６．農家子弟の後継者育成指導、安全な野菜
づくりと流通の支援事業
７．乳幼児の保育施設等への入所紹介及び
保育施設等の管理運営事業
８．特定非営利活動法人の設立や運営に関
する相談・助言事業
９．いじめ・不登校・虐待・ひきこもりなど子ど
もが抱える悩みを解決するための相談及び、
子どもの健全育成を図るための支援事業 
１０．公園、庭園、道路等の造園工事事業及
びそれに伴う産業廃棄物の収集運搬事業
１１．海岸線や小中学校の学童の安全を確保
するためのパトロール事業 
１２．海岸線の景観を保つための清掃維持管
理事業
１３．防風林及び山林の再生植林及び整備事
業
１４．公共施設の敷地内での樹木の剪定や植
栽又は除草事業
１５．地域住民や高齢者のための健康増進及
び交流を目的とした、スポーツ大会やイベン
トの実施事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2006/7/6 2006/10/13 2006/10/24 3月31日 認証済み

74
特定非営利活動法人オールグ
リーン

トクテイヒエイリカツドウホウジン
オールグリーン

福地　圭介 飯塚市大日寺５１２番地３０５ 飯塚市

　 この法人は、地域で生活を送る上
で、手助けを必要としている人々に対し
て、公害汚染の調査事業・リサイクルに
関する教育普及事業・居宅サービス事
業・在宅福祉サービスに関する事業・
相談、カウンセリング事業を実施するこ
とにより、環境の保全、人権擁護などの
分野において、公益の増進に寄与する

１．環境保全を図る活動
２．国際協力の活動
３．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
４．人権擁護又は平和の推進を図る活
動
５．子どもの健全育成を図る活動

１．公害汚染の調査研究事業
２．リサイクルに関する教育普及事業 
３．介護保険法に基づく居宅サービス事業
４．在宅福祉サービスに関する事業
５．託児所事業
６．環境の保全、人権擁護、福祉の増進、子
どもの健全育成、国際協力に関する相談、カ
ウンセリング事業

○ ○ ○ ○ ○ 2003/6/10 2003/9/11 2003/9/24 3月31日 認証済み

75 ＮＰＯ法人おると エヌピーオーホウジンオルト 宮原　きよみ
那珂川市大字別所５９９番地
１

那珂川市

　この法人は、しょうがい児（者）と家族
に対して、当人の意思を尊重する相談
支援活動の実施をもとに、各関係機
関、団体をつなぎ、その連携から、多面
的で継続的な支援体制を目指します。
その支援体制の中、我々は、余暇支
援、自立生活支援を行うことで、こども
の健全育成を図り、地域社会の福祉推
進をすすめることを目的にします。 
　また、しょうがいに関する情報の提供
や様々な住民の参加・参画を促しま
す。そのことにより、より深く、広く、共感
と理解を広げ、ひいては社会教育の一
翼を担うとともに、多くの理解者や支援
者を育むことで、共生社会に向けたま
ちづくりに寄与することを目的にしま
す。将来的には、しょうがいに関する法
に基づく事業や就労支援事業を行い、
セーフティネットに寄与し、その役割を

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動 
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．災害救援活動
５．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
６．子どもの健全育成を図る活動 
７．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

１．しょうがいをもつ対象児（者）、家族を含め
た関係者への相談支援事業
２．児童期・学齢期のこどもへの放課後や長
期休業期間の余暇支援事業
３．しょうがい児（者）への就労支援事業
４・「しょうがい」への理解を促進する為の普
及啓発事業
５．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援する法律に基づく障害福祉サービ
ス事業の実施
６．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援する法律に基づく相談支援事業の
実施
７．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援する法律に基づく移動支援事業の
実施
８．児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
の実施
９．児童福祉法に基づく障害児相談支援事業

飲食物や日用雑貨などの製造及
び販売事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2012/11/1 2013/2/1 2013/2/5 3月31日 認証済み



76
特定非営利活動法人住みよい
あさくらをめざす風おこしの会

トクテイヒエイリカツドウホウジンス
ミヨイアサクラヲメザスカゼオコシノ
カイ

星野　洋子 朝倉市須川１６０８番地２ 朝倉市

この法人は、地域住民に対して、豊か
な人間性を養い、地域における家庭・
職場・自治組織等及び政策決定の場な
どあらゆる領域での男女共同参画をす
すめ、また必要に応じ行政と協働して
地域の生活課題を解決するための活
動と学習に関する事業を行い、男女共
同参画の住みよい地域づくりに寄与す
ることを目的とする。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
３．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
４．保健・医療・福祉の増進を図る活動
５．社会教育の推進を図る活動
６．農山漁村又は中山間地域の振興を
図る活動

１．まちづくり、男女共同参画の推進、人権の
擁護及びアクティブ・エイジング推進等に関
する啓発・研修事業
２．住みよいまちづくりと男女共同参画に関す
る情報提供事業
３．農村地域の活性化に関する異業種・団体
による交流事業
４．上記の事業を推進するための施設管理ま
たは受託事業

１．物品の販売事業
２．物品の貸し付け事業
３．出版事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2013/1/17 2013/4/17 2013/4/30 3月31日 認証済み

77 特定非営利活動法人風
トクテイヒエイリカツドウホウジンカ
ゼ

岡島　ハツミ
筑紫野市二日市西１丁目７
番１号

筑紫野市

この法人は、筑紫地区内の被差別部落
住民をはじめとする高齢者・障がい者・
単身家庭などの生活困難者及び、就労
困難者などに対し、自立に向けた支援
事業、生活全般にかかわる支援事業、
地域の生活環境の向上、地域の活性
化にかかわる事業、子どもの育成にか
かわる事業を行うことにより、福祉と人
権のまちづくりの推進、地域福祉の推
進に寄与することを目的とする。

１．保健、医療または福祉の増進を図
る活動
２．社会教育の推進を図る活動 
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．環境の保全を図る活動 
５．地域安全活動
６．人権擁護または平和の推進を図る
活動
７．子どもの健全育成を図る活動 
８．情報化社会の発展を図る活動 
９．経済活動の活性化を図る活動 
１０．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

１．ひきこもりの若者や就職困難者への中間
的就労施設を利用した自立支援事業
２．地域の活性化にかかわる事業
３．高齢者・障がい者への生活支援事業
４・地域の環境保全・整備にかかわる事業
５．子どもの教育にかかわる支援事業
６．雇用機会の創出にかかわる就労支援事
業
７．ＩＣＴを活用した福祉と人権のまちづくり事
業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2013/3/11 2013/6/4 2013/6/10 3月31日 認証済み

78
特定非営利活動法人
klugpuppe

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
ループッペ

松﨑　靖子
糟屋郡須恵町大字植木472
番地3

須恵町

　この法人は、発達障がい児、又は不
登校児とその保護者に対して、生活の
向上と様々な支援に関する事業を行
う。学習指導や得意分野を伸ばすサー
クル活動また保護者の相談業務やイベ
ント、就労支援などを行うとともに地域
社会に対して発達障がい児、不登校児
への理解を促進させるための啓発を行
うことで、発達障がい児と不登校児へ
の福祉の増進に寄与する事を目的とす
る。

1．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
2．社会教育の推進を図る活動 
3．まちづくりの推進を図る活動 
4．学術、文化、芸術又はスポーツの振
興を図る活動 
5．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
6．子どもの健全育成を図る活動 
7．職業能力の開発又は雇用機会の拡
充を支援する活動 
8．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡助言又は
援助の活動

1．発達障がい児、又は不登校児への学習支
援事業
2．発達障がい児、又は不登校児、その保護
者への相談支援事業
3．発達障がい児、又は不登校児、その保護
者への余暇活動支援事業
4．発達障がい児、又は不登校児の当事者活
動の支援事業
5．発達障がい児への理解を促進するための
普及啓発広報事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2013/3/8 2013/6/14 2013/7/31 3月31日 認証済み

79
特定非営利活動法人プレー
パークふくつ

トクテイヒエイリカツドウホウジンプ
レーパークフクツ

佐伯　美保
福津市中央１丁目１６番６－
５０６号

福津市

この法人は、「自分の責任で自由に遊
ぶ」をモットーとしたプレーパークや、そ
の他、子どもの遊び場・居場所の運営
や、遊びの大切さを伝える事業を通じ
て、子どもにとってあたりまえなことが
保障される子どもにやさしいまちづくり、
社会づくりに貢献し、すべての子どもと
保護者、市民の福祉の向上に寄与する
ことを目的とします。

１．子どもの健全育成を図る活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
５．環境の保全を図る活動
６．地域安全活動
７．人権の擁護又は平和の促進を図る
活動
８．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
９．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動

１．プレーパーク運営事業
２．子どもの遊び場や居場所の運営に関する
事業
３．子どもの遊ぶ機会を提供する事業
４．子どもの育ちに関わる人材の育成に関す
る事業
５．子どもの育ちに関わる広報・啓発事業
６．子どもの視点に立った子育ち・子育て支
援事業
７．子どもの育ちにかかわる調査・研究・計
画・提案事業
８．その他当法人の目的を達成するために必
要な事業

１．物品の販売
２．各種イベントの実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2013/3/24 2013/7/9 2013/9/4 3月31日 認証済み

80 ＮＰＯ法人こころ ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝｺｺﾛ 松本　行生
みやま市瀬高町泰仙寺２２８
番地１

みやま市

この法人は、高齢者に対して、介護保
険法に関する事業を行い、高齢者の生
活及び自立の支援に寄与することを目
的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動

１．介護保険法に基づく小規模多機能型居宅
介護事業及び介護予防小規模多機能型居
宅介護事業
２．介護保険法に基づく訪問介護事業及び介
護予防訪問介護事業
３．介護保険法に基づく通所介護事業及び介
護予防通所介護事業
４．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
５．有料老人ホームの運営

１．物品販売事業 ○ ○ 2013/4/11 2013/7/10 2013/7/23 3月31日 認証済み

81
NPO法人コミュニケーション・
アート

エヌピーオーホウジンコミュニケー
ション・アート

松澤　佐和子
大野城市南ヶ丘4丁目3番12
号

大野城市

この法人は、障がいのある人のアート
活動をサポートする事業を行い、アート
を通じて障がい者の社会参加と自立を
促し支援すると共に、発展途上国の
人々への自立支援にも寄与することを
目的とする。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活
動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動 
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振
興を図る活動 
5.人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
6.国際協力の活動
7.男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
8.子どもの健全育成を図る活動 
9.経済活動の活性化を図る活動
10．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
11.前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又

1.障がいのある人のアート作品研究・制作・
流通・販売事業
2.障がいのある人のアート教育指導者養成
事業
3.障がいある人のアート作品展示に関するイ
ベントの企画・運営事業
4.障がいのある人のアート作品に関する情報
提供事業
5.国内外における他団体との交流事業
6.アートを通して、障がいのある人の人権啓
発と社会参加事業
7.さまざまな障がいに関する情報提供事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2013/7/4 2013/10/16 2013/11/1 3月31日 認証済み

82
特定非営利活動法人リリー
パット

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝﾘﾘｰﾊﾟｯﾄ 千蔵　裕司
みやま市瀬高町山門１８７６
番地４

みやま市

この法人は、障害者に対して、社会復
帰支援事業等に関する事業を行い、社
会の福祉の向上に寄与することを目的
とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
３．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動

１．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく地域活動
支援センターの受託事業
２．障害者への自立支援に関する作業所の
運営事業
３．障害者福祉の啓発に関する事業 
４．障害者の雇用創出に向けての調査研究
及び相談支援に関する事業 
５．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業

○ ○ ○ 2013/10/22 2014/1/23 2014/2/10 12月31日 認証済み

83
NPO法人市民のための後見・
I’サポート

エヌピーオーホウジンシミンノタメノ
コウケン・アイサポート

井上　月子
新宮町花立花１丁目６番１０
号

新宮町

この法人は、地域住民に対し個人の尊
厳の保持と自立の支援という福祉の基
本理念のもとに高齢者及び障がい者に
関する福祉及び権利擁護に関する事
業を行い、もって、地域の福祉増進に
寄与することを目的とする。

①保健、医療、又は福祉の増進を図る
活動
②社会教育の推進を図る活動
③人権の擁護を図る活動 
④まちづくりの推進を図る活動 
⑤地域安全活動
⑥職業能力の開発又は雇用機会の拡
充を支援する活動 
⑦前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言、又
は援助の活動

①高齢者等に特有の諸問題に関する支援事
業
②後見人及び後見監督人の受任、指導又は
育成事業
③遺言執行、葬儀等の死後処理に関する事
業
④医療、福祉及び介護等諸施設の評価及び
情報の提供事業
⑤講演会、各種研修会等の開催及び講師派
遣
⑥情報誌、刊行物の発行事業
⑦地域の安全安心を図り、暮らしやすいまち

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2014/4/4 2014/7/9 2014/7/22 3月31日 認証済み

84 ＮＰＯ法人結いの郷 エヌピーオーホウジンユイノサト 安永　公佳 春日市小倉４丁目１３４番地 春日市

この法人は、高齢者に対して、介護
サービスに関する事業を行うとともに、
認知症や介護に関する情報を提供し、
まちづくり事業等を通じて地域社会と交
流を図る事で、互いに助け合い、個人
が尊厳を持ちつつ心豊かに暮らせる社
会の醸成に寄与することを目的とする。

①保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
②まちづくりの推進を図る活動 
③人権の擁護又は平和の推進を図る
活動

①介護保険法に基づく小規模多機能型居宅
介護事業及び介護予防小規模多機能型居
宅介護事業
②介護保険法に基づく指定居宅介護支援事
業
③介護保険法に基づく訪問介護事業及び介
護予防訪問介護事業
④介護保険法に基づく通所介護事業及び介
護予防通所介護事業
⑤サービス付き高齢者住宅の経営
⑥有料老人ホームの経営
⑦高齢者支援事業
⑧地域協働まちづくり事業 
⑨外国人の高度人材移入と人事交流促進の
事業及び在日外国人との共同事業
⑩保健、医療又は福祉事業への助言及び運

○ ○ ○ 2014/4/22 2014/8/7 2014/8/20 3月31日 認証済み

85
特定非営利活動法人大牟田ラ
イフサポートセンター

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝｵｵﾑﾀﾗｲﾌｻ
ﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

中尾　哲郎 大牟田市不知火町２－１－６ 大牟田市

この法人は、児童、障がい者、高齢者
等の社会的要配慮者を支援すること
で、誰もが安心して、暮らせる、暮らした
い街づくりの一翼を担うことを目的にす
る。

１、保健、医療または福祉の増進を図
る活動
２、社会教育の推進を図る活動 
３、まちづくりの推進を図る活動 
４、人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
５、男女共同参画社会の形成の推進を
図る活動
６、子どもの健全育成を図る活動 
７、職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
８、上記に掲げる活動を行う団体の運
営又は活動に関する連絡、助言又は
援助の活動

１、入居支援事業
２、啓発事業
３、生活相談支援事業
４、その他、この法人の目的を達成するため
に必要な活動

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2014/7/4 2014/10/14 2014/10/28 3月31日 認証済み

86
NPO法人むなかた子育てネッ
トワークこねっと

エヌピーオーホウジンムナカタコソ
ダテネットワークコネット

髙松美香、大和　寿美
宗像市久原１８０番地宗像市
市民活動交流館内

宗像市

　この法人は、宗像市及びその周辺地
域の子どもと保護者に対して、子育て
支援に関する事業を行うことにより、子
どもの健全な発達を促進すること、およ
び保護者が活き活きと楽しく子育てが
できることをめざし、子育てに関わる専
門家や支援団体、行政、地域の関係づ
くりを促進することで、子育てしやすい
まちづくりに寄与することを目的とする。

１．子どもの健全育成を図る活動 
２．社会教育の推進を図る活動 
３．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
４．男女共同参画社会の推進を図る活
動
５．まちづくりの推進を図る活動 
６．学術、文化、芸術、又はスポーツの
振興を図る活動 
７．環境の保全を図る活動 
８．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
９．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又

１．子どもの健全育成に関する事業
２．子育てに関する情報発信、提供に関する
事業
３．次世代育成事業
４．地域の子育て支援団体との交流と協働、
連携事業
５．子育て家庭の環境に関する事業
６．その他、目的を達成するための事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2014/12/15 2015/3/11 2015/3/20 3月31日 認証済み

87
特定非営利活動法人KATT
ASIA

トクテイヒエイリカツドウホウジン
カットアジア

江上　猛
筑後市大字前津２４０５番地
１

筑後市

この法人は、地域住民に対して、武術、
スポーツ、トレーニングを主体とする健
康増進に関する事業を行い、地域住民
の健康づくりとスポーツの振興に寄与
することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動 
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
５．災害救援活動
６．地域安全活動
７．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
８．男女共同参画社会の促進を図る活
動
９．子どもの健全育成を図る活動 
１０．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
１１．前各号に掲げる活動を行う団体
の運営又は活動に関する連絡、助言

１、地域住民への武術、トレーニング運動指
導事業
２、スポーツ指導者育成事業
３、セラピスト育成事業
４、地域住民向け健康講座開催事業
５、スポーツと健康に関する調査・研究事業
６、スポーツと健康に関する情報提供事業
７、障がい者に対する就労支援事業

１．物品販売事業
２．広告掲載事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2014/12/22 2015/3/17 2015/3/27 2月28日 認証済み

88 ＮＰＯ法人チャルカ・ジャパン
エヌピーオーホウジンチャルカジャ
パン

山邊　悦弘
太宰府市観世音寺五丁目２
番３３号

太宰府市

　この法人は，全ての人々に対し，平和
で公正な社会の実現に寄与することを
目指して，途上国及び日本国内におけ
る，保健・医療支援及び研究，フェアト
レード，保育・子育て支援，生活相談な
どの活動を行い，経済的にも自立した
社会生活に基づく心身の健康，個人の
能力が生かせる共助システムの確立，
人権擁護，平和の推進に寄与すること
を目的とする。

１.国際協力の活動
２.保健，医療又は福祉の増進を図る
活動
３.社会教育の推進を図る活動
４.子どもの健全育成を図る活動
５.人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
６．災害救援活動
７．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
８.前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡，助言又
は援助の活動

１.途上国の医療・健康支援事業
２.フェアトレードに関する事業
３.病気の予防，健康，子育てに関する研究事
業
４.ＱＯＬ（Ｑｕａｌｉｔｙ　of　Ｌｉｆｅ）の向上を支援す
る事業
５.生涯学習支援事業
６.保育事業
７.子育て相談支援事業
８．被災地域の生活向上及び復興支援事業
９.上記に関する関連書籍，関連教材の開発・
販売事業
１０.上記に関連する団体との連携・交流を図
る事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2003/12/1 2004/3/25 2004/4/2 3月31日 認証済み

89
特定非営利活動法人依存症リ
ハビリ施設フリーダム

トクテイヒエイリカツドウホウジンイ
ゾンショウリハビリシセツフリーダ
ム

中島　真理
福岡市博多区銀天町二丁目
２番１７－１４０３号

福岡市博多区

沖縄県石垣市桴海４８１番地
７
北海道函館市昭和三丁目２１
番６号
青森県青森市青柳一丁目７
番１７号
宮城県仙台市若林区上飯田
二丁目４番２０号
宮城県仙台市青葉区愛子東
四丁目９番３３号

この法人は、依存症者に対して、依存
症者のための共同生活住居事業、依
存症者の心身の回復及び社会参加の
支援事業を行うことにより、社会全体の
利益の増進に寄与することを目的とす
る。

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（２）社会教育の推進を図る活動
（３）人権の擁護又は平和の推進を図
る活動
（４）職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
（５）前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

（１）依存症者のための共同生活住居事業
（２）依存症者の心身の回復及び社会参加の
支援事業
（３）職業能力の開発又は雇用機会の拡充を
支援する事業
（４）上記事項に関する調査研究、情報収集
及び提供事業
（５）障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく地域活動
支援事業

（１）食堂事業
（２）物品製作販売事業

○ ○ ○ ○ ○ 2011/4/14 2011/7/19 2011/8/1 6月30日 認証済み

90
特定非営利活動法人救人への
会

トクテイヒエイリカツドウホウジン
キュートヘノカイ

中野　かおる
久留米市六ツ門町21番地６
久留米東町公園ビル１Ｆ

久留米市

この法人は、健康で豊かな生活を求め
る人々に対して、臓器移植に係る啓蒙
活動事業や病気により障害をもった方
の生活支援事業、病気の予防のため
の健康推進事業を行い、糖尿病、腎不
全予防及び待機移植希望者の早期救
済とともに、人々のＱＯＬをあげることに
寄与することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動 
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
５．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
６．国際協力の活動
７．子どもの健全育成を図る活動 
８．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
９．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．臓器移植に係る啓蒙活動及び講演事業
２．認知症予防のための支援事業
３．就労困難者のための就労支援及び相談
事業
４．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律（以下、「障害者総
合支援法」という。）に基づく障害福祉サービ
ス事業
５．障害者総合支援法に基づく地域活動支援
事業
６．児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
７．児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
８．介護保険法に基づく居宅サービス事業 
９．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
１０．介護保険法に基づく介護予防サービス

１．物品販売業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2015/9/24 2015/11/26 2015/12/17 10月31日 認証済み

91
NPO法人毎日元気支援セン
ター

ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝﾏｲﾆﾁｹﾞﾝｷｼｴﾝｾﾝ
ﾀｰ

西口　広貴 八女市本町５５３番地２ 八女市

この法人は、広く一般市民を対象とし
て、障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律に基づく
相談支援事業や、介護保険法に基づく
居宅介護支援事業を行う。また、訪問
介護員養成研修の初任者資格取得事
業、認知症を中心とした高齢者介護や
障害者介護の講習会事業を行うこと
で、専門家を育成するのみでなく地域
社会が一体となり問題を分かち合い、
高齢者や障害者と共に住みよいまちづ
くりを推進していくことに寄与することを

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．人権の擁護または平和の推進を図
る活動
５．子どもの健全育成を図る活動
６．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

１．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく相談支援
事業
２．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
３．訪問介護員養成研修の初任者資格取得
事業
４．認知症を中心とした高齢者介護の講習会
事業
５．障害者介護の講習会事業
６．上記事業に関する情報提供事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2015/8/27 2015/11/26 2015/12/11 12月31日 認証済み



92
特定非営利活動法人サーク
ル・オーキッド

トクテイヒエイリカツドウホウジン
サークル・オーキッド

前濱　美代子
糸島市南風台１丁目１０－１
０

糸島市

この法人は、不登校・ひきこもり当事者
に対して、学校や社会での自立支援に
関する事業を行うと同時に、家庭に対
する相談や情報提供などの支援、ま
た、地域の支援者の育成に関する事業
を実施する。さらに、発達障がい等のあ
る子ども達や困り感を抱える子ども達を
対象に自立に向けた支援を行うことで、
当事者が「生きる力」を育み、幸せな人
生を送ることに寄与することを目的とす

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（２）社会教育の推進を図る活動
（３）まちづくりの推進を図る活動 
（４）地域安全活動
（５）人権の擁護又は平和の推進を図
る活動
（６）子どもの健全育成を図る活動
（７）職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

（１）不登校・ひきこもりの親の会会員やペア
レントメンター等による家族への支援事業 
（２）発達障害等のある子ども達や困り感を抱
える子ども達への学習・生活支援事業
（３）発達障害等のある子ども達や困り感を抱
える子ども達に関する、地域市民への理解・
啓発事業
（４）子ども・若者育成支援推進法及び発達障
がい者支援法に基づく自立支援事業
（５）その他、目的を達成するために必要な事

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2015/9/17 2016/1/4 2016/1/13 5月31日 認証済み

93 ＮＰＯ法人KIHON エヌピーオーホウジンキホン 渋谷　雄一 八女市本１４４６番地２ 八女市

この法人は、障害児・者、高齢者等に
対して、福祉の増進を図るための事業
を行い、障害児・者、高齢者等の健全
育成、社会参加、自立に寄与すること
を目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動 
３．地域安全活動
４．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
５．子どもの健全育成を図る活動 
６．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

１、障害児・者の健全育成を図る活動
２、障害者に対する児童福祉法に基づく障害
児通所支援事業
３、障害児・者に対する障害者総合支援法に
基づく障害福祉サービス事業
４、高齢者に対する介護保険法に基づく介護
保険サービス事業
５、子どもの相談に関わる事業（電話相談を
含む）
６、引きこもり者、生活困窮者の支援事業
７、福祉をはじめとするスーパービジョンの事
業
８、障害者総合支援法に基づく地域生活支援

１、物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2015/9/16 2015/12/28 2015/12/28 3月31日 認証済み

94
特定非営利活動法人ふくつ子
どもステーションすてっぷ

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クツコドモステーションステップ

佐伯　美保
福津市中央一丁目１６番６－
５０６号

福津市

この法人は、子どもの育ちや親の育
ち、子どもに関わる人の育ちを支援す
るとともに、地域で支えあい育てあうた
めの事業を行い、子どもにやさしいまち
づくりを目指す。

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（２）社会教育の推進を図る活動 
（３）まちづくりの推進を図る活動 
（４）環境の保全を図る活動 
（５）人権の擁護又は平和の推進を図
る活動
（６）男女共同参画社会の形成の促進
を図る活動 
（７）子どもの健全育成を図る活動

①子育ち・親育ち支援に関する事業 
②子育ち・親育ち支援に関する人材育成事
業
③親と子の居場所運営事業
④子育て・子育ち・親育ちに関する調査・研
究・出版事業
⑤その他当法人の目的を達成するために必
要な事業

①遊びの文化・道具の普及に関
する事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2016/3/13 2016/6/9 2016/10/4 3月31日 認証済み

95
特定非営利活動法人フリース
ペースよつば

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
リースペースヨツバ

石川　千惠
朝倉市杷木久喜宮１５０８番
地２

朝倉市

この法人は、学校に行きづらい子、社
会になじめない人の相談支援事業や居
場所づくりを行い、悩んでいるのは一人
ではないことを感じるような安心できる
生活の場を提供し、利用者の自己肯定
感を育て、未来へ向かって自立する支
援をおこなうことを目的とする。

（１）子どもの健全育成を図る活動 
（２）人権の擁護又は平和の推進を図
る活動
（３）社会教育の推進を図る活動 
（４）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動

①学校に行きづらい子・社会になじめない人
及びその保護者や家族への相談支援事業
②学校に行きづらい子の体験活動事業
③学校に行きづらい子の学習支援事業
④学校に行きづらい子・社会になじめない人
及びその保護者や家族、関係者への研修・
啓発事業

①古紙回収事業
②物品の販売事業

○ ○ ○ ○ 2016/3/14 2016/6/21 2016/6/29 3月31日 認証済み

96
特定非営利活動法人国際交流
レインボー

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝｺｸｻｲｺｳﾘｭ
ｳﾚｲﾝﾎﾞｰ

東　孝子
久留米市合川町２１７５番地
２

久留米市

この法人は、全世界の人々が、国籍に
関係無く、最低限の文化的生活を保障
し、公正な社会と世界を創出する為に、
アジアを中心に、貧困に苦しむ現地住
民に対して支援を行い、自立促進と生
命の保全に貢献をする事業を行い、活
動を通じて、問題の理解と、参画を推進
することを目的とする。

(1）国際協力の活動
（２）人権の擁護又は平和の推進を図
る活動
（3）職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
（4）社会教育の推進を図る活動 
（5）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（6）子どもの健全育成を図る活動 
（7）前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

①フィリピンをはじめ関係する国々の人々へ
の教育支援事業
②フィリピンをはじめ関係する国々の人々の
収入向上事業
③フィリピンをはじめ関係する国々での貧困
による格差問題に関する理解を深め、公正
な社会を目指し地域・職場・学校で活躍でき
る人材を育てる為の研修事業 
④フィリピンをはじめ関係する国々の人々へ
の医療支援事業
⑤その他当会の目的に合致し、必要と認めら
れる事業

１物販販売事業
２セミナー開催事業
３刊行物出版事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2016/9/18 2016/12/26 2016/12/27 3月31日 認証済み

97 ＮＰＯ法人つなぎteおおむた
エヌピーオーホウジンツナギテオ
オムタ

彌永 恵理
大牟田市馬込町１丁目１３７
番地２

大牟田市

この法人は、自然災害や人為的災害へ
の備えと対応について、個人や団体、
民間や行政等を有効的に繋ぎながら積
極的に啓発に関する事業を行い、また
緊急時のみならず平常時から人々が助
け合い支えあう、ボランタリー精神豊か
な社会の構築に寄与することを目的と
する。

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（２）社会教育の推進を図る活動
（３）まちづくりの推進を図る活動 
（４）災害救援活動
（５）地域安全活動
（６）人権の擁護又は平和の推進を図
る活動
（７）前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

（１）市民、地域防災力向上のための啓発事
業
（２）ボランティア活動、市民活動に関する啓
発事業
（３）災害支援、まちづくりなどに関する人材
交流及び情報発信事業
（４）その他この法人の目的を達成するため
に必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2016/10/25 2017/2/2 2017/2/22 3月31日 認証済み

98
NPO法人夢・すすむプロジェク
ト

エヌピーオーホウジンユメ・ススム
プロジェクト

山口　志郎
那珂川市恵子２丁目１０番４
号

那珂川市

本法人は、広く町民に対して町内に伝
わる伝統文化、貴重な歴史遺産の継
承、支え合う住環境の創造支援の事業
を関係する活動団体、地域と一体と
なって展開、潤いのあるまちづくりの推
進に寄与することを目的とする。

１．社会教育の推進を図る活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．観光の振興を図る活動
４．農山漁村又は中山間地域の振興を
図る活動
５．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
６．環境の保全を図る活動
７．災害救援活動
８．地域安全活動
９．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
１０．国際協力の活動
１１．男女共同参画社会の形成の促進
を図る活動 
１２．子どもの健全育成を図る活動 
１３．経済活動の活性化を図る活動 
１４．前各号に掲げる活動を行う団体
の運営又は活動に関する連絡、助言
又は援助の活動

１．自然環境の整備に関する事業
２．遺跡類の保全・継承に関する事業
３．文化関連団体との共同企画に関する事業
４．国際交流の推進に関する事業
５．まちづくりの推進に関する事業 
６．特産品開発又は災害支援のための物品
販売事業
７．人権擁護、啓発イベントの共同開催事業
８．男女共同参画社会の形成の共同推進に
関する事業
９．観光開発に関する事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2016/11/11 2017/2/20 2017/2/27 3月31日 認証済み

99 特定非営利活動法人心和会 ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝｼﾝﾜｶｲ 髙木 康男
うきは市浮羽町東隈上2番地
3

うきは市

この法人は、障がい当事者等の主体性
及びエンパワーメントを基本に据えた
ノーマライゼーションの理念の下、障が
い者や高齢者の地域での就労の場の
創出並びに生活に関する事業や障が
い者や高齢者の福祉に関する調査・研
究事業等を行なう事により、地域の中
で自立生活を営んでいけるよう福祉の
増進を図り、もって社会全体の利益の
増進に寄与する事を目的とする。

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（２）人権の擁護又は平和の推進を図
る活動
（３）職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

①障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく地域生活支
援事業の受託事業
②障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業
③指定管理者制度に基づいた施設の管理・
運営事業
④障がい者や高齢者の就労の場の創出に関
する事業
⑤障がい者や高齢者の生活支援事業
⑥障がい者や高齢者の人権擁護
⑦障がい者や高齢者の福祉に関する調査・
研究事業
⑧障がい者や高齢者施策に関する提言、立
案事業
⑨障がい者や高齢者問題についての社会啓
発事業
⑩障がい者や高齢者組織の育成と支援事業
⑪障がい者や高齢者の福祉等に関する事業 
⑫障がい者や高齢者の雇用の促進及び安定
に資する事業

○ ○ ○ 2016/12/5 2017/3/16 2017/5/10 5月31日 認証済み

100
特定非営利活動法人まごの手
会

トクテイヒエイリカツドウホウジンマ
ゴノテカイ

藤崎　信義
北九州市八幡西区八枝三丁
目11番22-302号

北九州市八幡西区

この法人は、地域で暮らす高齢者に対
して、安心して人生の終末期を送れる
よう支援する事業を行ない、希望あふ
れる高齢化社会の実現に寄与すること
を目的とする。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
(2)社会教育の推進を図る活動 
(3)人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
(4)前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

①高齢者の生活相談・支援に関する事業
②介護保険法に基づく福祉用具及び介護予
防福祉用具の貸与事業
③遺言、相続、成年後見等高齢者向けセミ
ナー、相談会の開催
④成年後見人に関する事業
⑤高齢者、独居者、家族親族等への生前整
理及び遺品整理に関する支援、援助、相談
事業
⑥その他当法人の目的を達成するために必

①物品販売事業 ○ ○ ○ 2016/12/22 2017/3/30 2017/4/12 4月30日 認証済み

101
NPO法人アジア障がい者ス
ポーツ生活支援機構

エヌピーオーホウジンアジアショウ
ガイシャスポーツセイカツシエンキ
コウ

税田康文
飯塚市菰田西三丁目14番43
号

飯塚市

この法人は、国内外の身体障がい者に
対して、障がい者スポーツ及び生活支
援に関する事業を行い、障がい者及び
その家族の東京パラリンピック競技大
会をはじめとする障がい者スポーツへ
の参加及び障がい者の自立した生活
の実現に寄与することを 
目的とする。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
(2)学術、文化、芸術、又は、スポーツ
の振興を図る活動 
(3)人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
(4)国際協力の活動

①障がい者スポーツに対するボランティア活
動事業
②募金活動による障がい者及びその家庭へ
の経済的支援事業
③東京パラリンピック競技大会をはじめとす
る障がい者スポーツへの参加する障がい者
及びその家族を対象としたホームステイの斡
旋
④自治体、他団体とのコラボレーションによ

①食料品・物品販売事業
②飲料店経営事業
③人材派遣

○ ○ ○ ○ 2016/12/27 2017/3/30 2017/4/24 3月31日 認証済み

102 NPO法人アイグループ
エヌピーオーホウジンアイグルー
プ

國分　健作 春日市白水池２丁目１４番 春日市

この法人は、福岡県・佐賀県・長崎県・
熊本県における救済支援が必要な方
に対して、事業内容に記載されている
運営に関する事業を行い、広く対象者
の雇用の創造と確保、福祉の増進等に
寄与することを目的とする。

（１）保健、医療または福祉の増進を図
る活動
（２）社会教育の推進を図る活動
（３）まちづくりの推進を図る活動 
（４）学術、文化、芸術またはスポーツ
の振興を図る活動 
（５）環境の保全を図る活動
（６）人権の擁護または平和の推進を
図る活動
（７）子どもの健全育成を図る活動
（８）経済活動の活性化を図る活動
（９）職業能力の開発または雇用機会
の拡充を支援する活動
（10）前各号に掲げる活動を行う団体
の運営または活動に関する連絡、助言
または援助の活動

１介護保険法に基づく居宅サービス事業
２介護保険法に基づく地域密着型サービス事
業
３介護保険法に基づく居宅介護支援事業
４介護保険法に基づく介護予防サービス事業
５介護保険法に基づく地域密着型介護予防
サービス事業 
６介護保険法に基づく介護予防支援事業
７障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業
８障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく地域生活支
援事業
９障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく特定相談支
援事業
10児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
11児童福祉法に基づく児童自立生活援助事
業の設置及び運営
12児童福祉法に基づく児童家庭支援セン
ターの設置及び運営
13自立準備ホームの運営
14生活困窮者自立支援法に基づく自立相談
支援事業
15生活困窮者自立支援法に基づく就労準備
支援事業
16生活困窮者自立支援法に基づく一時生活
支援事業
17生活困窮者自立支援法に基づく家計相談
支援事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2017/2/2 2017/5/25 2017/6/7 3月31日 認証済み

103 NPO法人おとむらい牧師隊
エヌピーオーホウジンオトムライボ
クシタイ

石村　修善
那珂川市片縄北２丁目１７番
２１号

那珂川市

この法人は、主に生活困窮者の葬儀へ
のボランティア牧師派遣事業、葬儀に
関する情報収集・提供事業、葬儀及び
葬儀現場への牧師派遣事業に関する
コンサルティング事業、葬儀に関する交
流・ネットワーク支援事業、葬儀に関す
る調査・研究事業を行うことにより、資
力の多寡によらず故人の尊厳を大切に
する葬りが可能な社会の実現を目指す
とともに、もって遺族のグリーフケアに

１）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２）社会教育の推進を図る活動
３）人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
４）消費者の保護を図る活動
５）前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

①葬儀へのボランティア牧師派遣事業
②牧師派遣事業に関するコンサルティング事
業
③派遣登録牧師と市民の生前交流支援事業
④葬儀に関する調査・研究事業
⑤緩和ケア、グリーフケアに関する教育事業

①葬儀業者あっせん事業
②一般葬への牧師派遣事業
③遺品整理業者あっせん事業

○ ○ ○ ○ ○ 2017/5/22 2017/8/21 2017/8/24 5月31日 認証済み

104 NPO法人武道の学校
エヌピーオーホウジン　ブドウノ
ガッコウ

髙木　淳也 遠賀郡芦屋町幸町２番４３号 芦屋町

この法人は、老若男女、また、障がい
の有り無しを問わず、様々な人々に対
して、武道教育を通して有為な人物の
育成事業を行うとともに、健康増進に関
する事業、障がい者及び難病患者に対
する支援や交流事業を行い、社会教育
の推進及び健康福祉の増進に寄与す
ることを目的とする。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
(2)社会教育の推進を図る図る活動 
(3)まちづくりの推進を図る活動 
(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振
興を図る活動 
(5)環境の保全を図る活動 
(6)災害救援助活動
(7)地域安全活動
(8)人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
(9)国際協力の活動
(10)子どもの健全育成を図る活動 
(11)前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

(1)子どもの健全育成に関する事業 
(2)障がい者及び難病患者支援・交流に関す
る事業
(3)健康増進に関するセミナーやイベント等の
企画・実施に関する事業
(4)武道・健康に関する通信教育、学習相談
その他の教育に関する事業
(5)息吹之會空手道に関する出版物の制作、
普及啓発、広報事業
(6)息吹之會空手道の昇級・昇段審査に関す
る事業
(7)空手及びスポーツ指導員の資格認定基準
の策定・公表及び資格認定事業
(8)空手及びスポーツ指導員などの教育・交
流事業
(9)救命講習会の開催及び普及に関する事業
(10)資源物リサイクル事業 
(11)人権侵害の相談や救済に関する事業 
(12)上記事業に関する情報提供事業
(13)その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2017/10/23 2017/12/26 2018/1/5 3月31日 認証済み

105
特定非営利活動法人日本ハー
トフルマネジメント協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
ホンハートフルマネジメントキョウ
カイ

吉村　かおり
福岡市早良区田村７丁目６
番１１－２０１号

福岡市早良区
糟屋郡粕屋町大字内橋７９０
番地１　多の津団地８棟２０６
号

この法人は、高齢者・障がい者・子供な
どの社会的弱者やサポートを必要とす
る方すべてに対して、安心して社会生
活が営める環境を構築するための支援
や自由に社会進出ができる環境を構築
するための支援に関する事業を行い、
生活環境の安定はもちろん個々に適し
た積極的な社会進出の推進に寄与す
ることを目的とする。 

１）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２）社会教育の推進を図る活動
３）まちづくりの推進を図る活動 
４）学術、文化、芸術又はスポーツの振
興を図る活動 
５）環境の保全を図る活動
６）災害救援活動
７）地域安全活動
８）人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
９）国際協力の活動
１０）男女共同参画社会の形成の促進
を図る活動 
１１）子どもの健全育成を図る活動 
１２）情報化社会の発展を図る活動
１３）職業能力の開発又は雇用機会に
拡充を支援する活動
１４）前各号に掲げる活動を行なう団体
の運営又は活動に関する連絡、助言
又は援助の活動

１）介護保険法に基づく居宅サービス事業
２）介護保険法に基づく地域密着型サービス
事業
３）介護保険法に基づく居宅介護支援事業
４）介護保険法に基づく介護予防サービス事
業
５）介護保険法に基づく地域密着型介護予防
サービス事業 
６）介護予防・日常生活支援総合事業
　①介護保険法に基づく第1号訪問事業
　②介護保険法に基づく第1号通所事業
７）障害者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業
８）障害者総合支援法に基づく相談支援事業
９）障害者総合支援法に基づく地域生活支援
事業
１０）児童福祉法に基づく指定通所支援事業
１１）児童福祉法に基づく指定入所支援事業
１２）あん摩マッサージ指圧の施術所の経営
および訪問マッサージ事業
１３）法適用外での生活支援サービス 
１４）健康、生活、環境、福祉及び介護に関す
る教育研修事業、並びに情報提供サービス
事業
１５）福祉サービス事業従事者の教育・研修・
講習に関する業務 
１６）医療及び介護・福祉施設の開業支援に
関するコンサルティング業務
１７）健康、医療、福祉、介護及び企業経営に
関するコンサルティング業務
１８）健康、医療、福祉、介護に関する相談支

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2018/3/9 2018/6/4 2018/6/14 3月31日 認証済み



106 NPO法人産の森学舎
エヌピーオーホウジンサンノモリガ
クシャ

大松　康 糸島市二丈福井2254番地 糸島市

　この法人は、「くらし」と「あそび」と「ま
なび」をつなぐ、子どもも大人も自分らし
く成長できる場づくりを通して、多様な
学びを選択できる社会、多様な価値観
を認め合える社会の実現に寄与するこ
とを目的とする。 
　そのために、経験・表現・対話などを
大切にした子供のための場づくりと、人
と文化の集う広場づくりに関する事業を
行う。 

(1)保健、医療または福祉の増進を図
る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動 
(4)学術、文化、芸術、又はスポーツの
振興を図る活動 
(5)環境の保全を図る活動 
(6)人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
(7)子どもの健全育成を図る活動 
(8)前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

①フリースクール事業
②子どものための多様な学びの機会提供
③教育や子ども・不登校についての相談・情
報提供
④教育や子どもについての集会・出版・啓蒙
活動
⑤文庫活動
⑥自然体験活動
⑦表現・芸術活動
⑧幼児教育についての活動
⑨他の市民団体との交流事業
⑩その他目的を達成するために必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2018/3/14 2018/5/15 2018/6/1 3月31日 認証済み

107
特定非営利活動法人自立生活
センター福岡

トクテイヒエイリカツドウホウジンジ
リツセイカツセンターフクオカ

堀内　英行
糟屋郡粕屋町大字上大隈４
３７番７

粕屋町

この法人は，障害者及び高齢者に対し
て，地域で自立した生活を営んでいくた
めに必要な事業を行い，福祉の増進を
図り，障害者及び高齢者の人権擁護を
推進し社会全体の利益の増進に寄与
することを目的とする。

１．保健，医療又は福祉の増進を図る
活動
２．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動

１　重度障害者に対応する介護者養成研修
事業
２　障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく指定障害
福祉サービス事業 
３　介護保険法に基づく訪問介護事業及び介
護予防訪問介護事業
４　障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく地域生活
支援事業
５　障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく指定一般
相談支援事業
６　障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく指定特定
相談支援事業及び児童福祉法に基づく指定
障がい児相談支援事業
７　ピアサポート事業
８　障害者及び高齢者の自立支援に関する
普及啓発及び企画，提案事業

○ ○ 2011/11/4 2012/2/17 2012/2/20 6月30日 認証済み

108
特定非営利活動法人coco
change

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
コチェンジ

山本　奈緒子 久留米市荘島町１７番１号 久留米市

この法人は、社会を変えたいと立ち上
がる人々を対象として、コミュニティ・
オーガナイジングという手法を軸とした
ワークショップ事業及びオーガナイズ事
業を実施する。これによって、社会を変
えられる力が一人一人にあると伝え、
実際にその人が立ち上がり自走出来る
ようにサポートし、人々の課題解決に寄
与することを目的とする。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活
動
2.社会教育の推進を図る活動 
3.まちづくりの推進を図る活動 
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を
図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振
興を図る活動 
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動 
14.情報化社会の発展を図る活動 
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動 
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡
充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又

①ワークショップ事業
②オーガナイジング事業  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2018/8/20 2018/11/16 2018/12/6 5月31日 認証済み

109 NPO法人慈雲会 エヌピーオーホウジンジウンカイ 邵　阳 大川市向島１５１７番地６ 大川市

この法人は、広く一般市民、特に中国
人及び日本人に対して、両国の文化交
流に関する事業を行い、文化・地域の
振興と国際交流の推進を図り、両国民
の相互理解を深めることで、広く公益に
寄与することを目的とする。

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（２）社会教育の推進を図る活動
（３）まちづくりの推進を図る活動 
（４）観光の振興を図る活動
（５）学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
（６）災害救援活動
（７）人権の擁護又は平和の推進を図
る活動
（８）国際協力の活動
（９）経済活動の活性化を図る活動
（１０）前各号に掲げる活動を行う団体
の運営又は活動に関する連絡、助言
又は援助の活動

①文化交流作品展の開催事業
②文化交流イベントの開催事業
③災害時の募金及び支援事業
④その他目的を達成するために必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2018/10/1 2018/12/13 2019/1/30 3月31日 認証済み

110 NPO法人BSケア
エヌピーオーホウジンビーエスケ
ア

寺田　恵子 柳川市弥四郎町２２２番地３ 柳川市

この法人は、母乳育児の専門家に対し
て、BSケア（赤ちゃんの母乳吸啜メカニ
ズムに基づく乳房ケア）の技の研鑽と質
の維持向上に関する事業を行い、母乳
育児支援者、産前産後の母親とその家
族に対しても、BSケアと育児全般に関
する事業を行う。母乳育児を通して、心
身共に健やかに過ごせる社会の実現
に寄与することを目的とする。

１、保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２、社会教育の推進を図る活動
３、人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
４、国際協力の活動
５、男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
６、子どもの健全育成を図る活動
７、情報化社会の発展を図る活動
８、科学技術の振興を図る活動
９、職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
１０、前各号に掲げる活動を行う団体
の運営又は活動に関する連絡、助言
又は援助の活動

１、BSケアに関わる教育・研修事業
２、BSケアに関する調査・研究事業
３、BSケアに関する情報の収集と発信事業
４、BSケアに関する相談・配信事業
５、子どもを育てる母親及び家族のための啓
発・教育・配信事業
６、赤ちゃんの命を守るための啓発・教育・配
信事業
７、産前産後の母親のためのBSケアのセル
フケアの調査・研究・開発事業
８、産前産後の母親のためのBSケアのセル
フケアの教育・配信事業
９、機関誌及び出版物発行事業
１０、その他本法人の目的を達成するために
必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2019/1/16 2019/3/27 2019/4/1 3月31日 認証済み

111
特定非営利活動法人中立ス
キームによりガバナンスを推進
する会

トクテイヒエイリカツドウホウジン
チュウリツスキームニヨリガバナン
スヲスイシンスルカイ

森　淳二朗
筑紫野市光が丘４丁目１５番
１３号

筑紫野市

この法人は、（１）企業および団体にお
ける職場のトラブルに現場で対応する
ために中立スキーム（企業および団体
の組織内において職場のトラブルを公
正な手続および手法により解決するた
めに整備されるシステムの総称をい
う。）という新たな仕組みを立ち上げ実
践的に運用すること、および（２）中立ス
キームを用いて職場トラブル以外の企
業および団体におけるコーポレートガ
バナンスの実効性向上を図り、もって
企業及び団体の価値を維持向上させる
とともにその社会的責任を果たすことに

(1)人権の擁護または平和の増進を図
る活動
(2)経済活動の活性化を図る活動

①中立スキームの普及事業
②中立スキーム及び中立スキーム制度利用
者を対象とした研修プログラムの開発研究及
び実施に関する事業 
③一般市民を対象とした法教育活動
④他団体・組織との交流・連携支援事業
⑤その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

①書籍等販売事業 ○ ○ 2019/2/18 2019/4/17 3月31日 認証済み

112 特定非営利活動法人平和の種
トクテイヒエイリカツドウホウジンヘ
イワノタネ

恒遠　樹人
豊前市大字薬師寺５７０番地
２

豊前市

この法人は、「障害者権利条約」の理念
の追求を念頭に、「障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律」に基づく事業を行うとともに、
地域住民に対して、障害者への理解を
促進するための啓発事業、及びまちづ
くりの推進を図るための普及啓発事
業、人権の擁護又は平和の推進を図る
ための普及啓発事業を行うことで、障
害者福祉、並びに地域福祉の増進、及
び一人ひとりの人権を尊重する平和な
地域づくりに寄与することを目的とす

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
(2)まちづくりの推進を図る活動 
(3)人権の擁護又は平和の推進を図る
活動

①　障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業
②　障害児・者への理解を促進するための普
及啓発事業
③　まちづくりの推進を図るための普及啓発
事業
④　人権の擁護又は平和の推進を図るため
の普及啓発事業

○ ○ ○ 2019/4/9 2019/6/19 2019/6/21 3月31日 認証済み

113
特定非営利活動法人みんなの
社会応援団

トクテイヒエイリカツドウホウジンミ
ンナノシャカイオウエンダン

三原　ゆかり 直方市大字頓野３８０番地１ 直方市

この法人は、地域の人と人がつながり、
親しさによる信頼関係や自由に支え合
える関係づくりをサポートし、誰もがそ
の人らしく笑顔で生活していける「みん
なの社会」の実現を目的とする。

１．社会教育の推進を図る活動 
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．地域安全活動
４．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
５．子どもの健全育成を図る活動 
６．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．みんなの居場所プロジェクト事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2003/8/5 2003/11/28 2003/12/10 3月31日 認証済み

114 特定非営利活動法人りはなす
トクテイヒエイリカツドウホウジンリ
ハナス

芳川　龍太、瀬尾　徹嘉穂郡桂川町豆田４０４－１ 桂川町

この法人は、障がい児・者及び高齢者
や子ども等に対して、地域で自立した
生活を営んでいく為に必要な事業を行
い、地域福祉の増進や社会全体の公
益の増進に寄与することを目的とする。

（１）保健、医療または福祉の増進を図
る活動
（２）人権の擁護又は平和の推進を図
る活動
（３）学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
（４）まちづくりの推進を図る活動 
（５）職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
（６）社会教育の推進を図る活動 
（７）子どもの健全育成を図る活動 
（８）前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業
2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく地域生活支
援事業
3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく一般相談支
援事業
4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく特定相談支
援事業
5. 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
6. 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
7. 介護保険法に基づく居宅介護支援事業及
び介護予防支援事業、介護予防ケアマネジメ
ント事業
8. 介護保険法に基づく訪問介護事業及び介
護予防日常生活支援総合事業における訪問
型サービス事業
9. 介護保険法に基づく訪問入浴事業及び介
護予防訪問入浴事業
10. 介護保険法に基づく訪問看護事業及び
介護予防訪問看護事業
11. 介護保険法に基づく訪問リハビリテーショ
ン事業及び介護予防訪問リハビリテーション
事業
12. 介護保険法に基づく通所介護事業及び
介護予防日常生活支援総合事業における通
所型サービス事業
13. 介護保険法に基づく福祉用具貸与事業

1. 物品販売業
2. 飲食店事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2019/7/9 2019/8/13 2019/8/23 7月31日 認証済み

115
ＮＰＯ法人福岡外国人就労生
活サポート

エヌピーオーホウジンフクオカガイ
コクジンシュウロウセイカツサポー
ト

小石原　涼子 大野城市川久保２丁目８番１ 大野城市

この法人は、日本で技術を学ぶ外国人
技能実習生、就労又は就労希望の特
定技能外国人に対しての日常生活及
び職業生活における相談や支援を行
い、日本で日常生活を行ううえでの必
要なマナー、ルールなどをアドバイスす
ることにより雇用機会の拡充、地域との
交流も含め共生生活の円滑を図る。ま
た、外国人を雇用する企業に対しても
労働条件や労働関係法令及び社会保
険関係の法令に関する事項について、
助言や指導、啓もう活動や情報発信を
行うことにより、相互間で共生できる社

（１）社会教育の推進を図る活動
（２）まちづくりの推進を図る活動 
（３）学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
（４）人権の擁護又は平和の推進を図
る活動
（５）国際協力の活動
（６）経済活動の活性化を図る活動
（７）職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
（８）前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

①在留外国人技能実習生・特定技能外国人
への生活支援及び相談事業
②在留外国人技能実習生・特定技能外国人
への就職支援及び相談事業
③在留外国人技能実習生・特定技能外国人
への日本語習得支援事業
④在留外国人技能実習生・特定技能外国人
を雇用する企業への支援及び相談事業
⑤国際交流・防災・医療などの情報提供
⑥地域社会との共生における支援及び啓発
活動事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2019/7/16 2019/8/27 2019/8/30 3月31日 認証済み

116 NPO法人はっぴ～ねすと
エヌピーオーホウジンハッピーネ
スト

WINTERS　MICHAEL　DAVID那珂川市松木6丁目7番29号 那珂川市

この法人は、生まれる前や後、すべて
の子どもが幸せな家庭で健全に育ち暮
らせるように、一般市民に対して、子育
て支援、里親制度の推進に関する事業
を行い、子どもや子育て中の家庭すべ
てが支え合える地域づくりに寄与するこ
とを目的とする。

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
(2)社会教育の推進を図る活動 
(3)人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
(4)子どもの健全育成を図る活動 
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

(1)里親制度の広報啓発等、新規里親を増や
すためのPR事業 
(2)子どもの委託を受けた里親家庭への支援
事業
(3)子育て中の保護者・妊婦の支援事業
(4)命の授業等を行い、人口中絶や虐待死等
ゼロに向けての講演活動事業
(5)その他目的達成に必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ 2019/12/9 2020/2/3 2020/2/7 3月31日 認証済み

117
特定非営利活動法人マザーズ
ドリーム

トクテイヒエイリカツドウホウジンマ
ザーズドリーム

牧原　啓子
福岡市博多区博多駅前２－
１－１福岡朝日ビル5階

福岡市博多区
佐賀県唐津市高砂町1695番
地2マキハラビル内

この法人は、がん患者やその家族・友
人に対して、医学的知識を専門とする
人やピアサポーターが友達の様に寄り
添い、不安の解消やがんに対しての相
談支援を行う。と同時に、自分自身が
生き甲斐や遣り甲斐ある幸せを感じて
いる自覚、社会で自分らしく生きること
をサポートとすると共に、がん知識の普
及・啓発に関する事業を行い、全国や
全世界のがん相談活動への支援およ
び、がんに対する社会の理解促進に寄
与し貢献することを目的とする。 
また、一般市民に対して、がん予防の
啓蒙活動を行い、食生活や運動やメン
タル面の指導を通して生活の改善に関
する事業を行い、免疫力を高め健康寿
命を延ばすことを目的とする。

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（２）社会教育の推進を図る活動 
（３）まちづくりの推進を図る活動 
（４）学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
（５）人権の擁護又は平和の推進を図
る活動
（６）子どもの健全育成を図る活動 
（７）情報化社会の発展を図る活動 
（８）経済活動の活性化を図る活動 
（９）職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
（１０）消費者の保護を図る活動
（１１）前各号に掲げる活動を行う団体
の運営又は活動に関する連絡、助言
又は援助の活動

①がん患者に関する事業
　●相談支援事業
　●セミナー・プログラム事業（療養中に必要
な運動・文化・教育・食生活・幸福度等）
　●普及・啓発・啓蒙・研究・人材育成事業
　●その他、目的を達成させるために必要な
事業
②がん予防に関する事業
　●相談支援事業
　●セミナー・プログラム事業（予防のために
必要な運動・文化・教育・食生活・幸福度等）
　●普及・啓発・啓蒙・研究・人材育成事業
　●その他、目的を達成させるために必要な
事業

①物品の開発及び販売事業
②イベント等の事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2019/12/17 2020/2/4 2020/2/6 3月31日 認証済み

118 ＮＰＯ法人筑紫 エヌピーオーホウジンチクシ 福原　夏央 直方市大字頓野３０９０番地 直方市

この法人は、微罪の刑余者や生活困窮
者、保育が必要な児童などを預かり、
安定した生活環境と他者からの見守り
を提供すると共に、就労・居住・事務手
続き支援や、活動の講演・広報活動を
通して、困窮者の自立の手助けを行う
事を目的とする。並びにこの法人は、障
害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害
福祉サービス事業を行い、地域社会の
生活環境の向上に寄与することを目的

（１）人権の擁護又は平和の推進を図
る活動
（２）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（３）社会教育の推進を図る活動
（４）子どもの健全育成を図る活動
（５）職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

①自立準備ホームの運営事業
②補導委託の運営事業
③障害福祉サービス事業
④社会福祉事業としての学童保育の運営等
に関する事業
⑤居住・就労・事務手続き支援事業
⑥講演・広報事業

○ ○ ○ ○ ○ 2020/5/8 2020/7/15 2020/7/22 3月31日 認証済み



119
特定非営利活動法人エンパワ
メント福岡

トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
ンパワメントフクオカ

松﨑　百合子
大野城市上大利２丁目１５番
３４号

大野城市

この法人は、女性および子ども、その他
のマイノリティの精神的、経済的、社会
的なエンパワメントおよび自立に関する
事業を行い、世界の女性や子どもの人
権が尊重され、共に生きるジェンダー平
等、多文化共生、国際平和社会の実現
を目的とする。

１．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
２．人権の擁護または平和の推進を図
る活動
３．保健，医療又は福祉の増進を図る
活動
４．社会教育の推進を図る活動 
５．国際協力の活動
６．子どもの健全育成を図る活動 
７．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
８．まちづくりの推進を図る活動 
９．環境の保全を図る活動
１０．前各号に掲げる活動を行う団体
の運営又は活動に関する連絡，助言
又は援助の活動

①女性への暴力と貧困の防止、シェルターの
提供や相談など女性の権利擁護の事業
②多言語での相談や日本語教室の開設など
移民女性の人権擁護と多文化共生の事業
③世界の女性との交流や戦時性暴力の根絶
など、国際協力と平和の事業
④子どもへの貧困と虐待防止、自立のため
の居場所づくりなど子どもの権利擁護の事業
⑤高齢者や障がい者等様々なマイノリティや
地域の人たちとの交流および福祉の事業
⑥啓発提言、調査研究、および行政や企業、
団体や個人とのネットワークと協働事業

不用品のバザーなど販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2004/11/30 2005/3/25 2005/4/6 3月31日 認証済み

120 ＮＰＯ法人メッタークラブ
エヌピーオーホウジンメッタークラ
ブ

水町　秀展
福津市花見が丘一丁目３番
１２号

福津市

この法人は、子ども及び高齢者に対し
て、多世代交流活動及び食の提供、子
ども・高齢者の見守り等の事業を行い、
子どもたちが大人とともに遊び、学び、
繋がる居場所を確保し、高齢者の孤
食・孤独死を防ぎ、子どもたちの見守り
をすすめ、いじめ、虐待、ネグレクト等
を早期発見し、子ども・高齢者を守る活
動に寄与することを目的とする。

１．子どもの健全育成を図る活動 
２．地域安全活動
３．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
４．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
５．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
６．社会教育の推進を図る活動 
７．まちづくりの推進を図る活動 
８．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．「多世代交流スペース・ワイガヤ食堂」な
どの企画・運営事業
２．心の育て方教室等の企画・運営する事業
３．地域ぐるみで子どもたちを見守り、支える
ための事業
４．いじめや虐待、ネグレクト、DVなどの負の
連鎖を断ち切るための事業 
５．高齢者の個食・孤独死を防ぐための地域
と協力した事業
６．関係自治体、関係機関、関連団体等との
協力協同した活動の企画・運営事業
７．講演会や勉強会、懇親会などを企画・運
営する事業
８．募金やチャリティを企画・運営する事業
９．広報・PRの企画・運営を図る事業 
１０．前各号に掲げるもののほか、この目的
を達成するために必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2020/10/30 2020/12/17 3月31日 認証済み

121
特定非営利活動法人育ちと学
びの応援団

トクテイヒエイリカツドウホウジンソ
ダチトマナビノオウエンダン

赤星　映子 宮若市竹原５１５番地１ 宮若市

この法人は、不登校の子どもが安心し
て過ごせる居場所や子どもが主体的に
学ぶ場、子どもとおとなが学ぶ場などを
提供する事業を行うことで、社会の主
体者として必要な力と豊かなつながりを
育み、すべての人の人権が尊重される
社会づくりに寄与することを目的とす

（１）社会教育の推進を図る活動
（２）人権の擁護又は平和の推進を図
る活動
（３）子どもの健全育成を図る活動

①子どもの放課後学習などの学習支援に関
する事業
②不登校の子どもへの支援に関する事業
③子どもとおとなの学びの場の提供に関する
事業
④子どもの学びや子育てに関する相談事業
⑤人権教育および啓発の推進に関する事業

○ ○ ○ 2020/11/10 2020/12/15 3月31日 認証済み


