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1
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

2
特定非営利活動法人クリエイ
ティブ・スローライフ

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
リエイティブ・スローライフ

井下田　清智 行橋市大橋３丁目９－１０ 行橋市 大分県中津市中殿５６３－１

この法人は、各専門分野の人々が、ま
ちづくり、社会教育、環境、情報、福祉
等のテーマで､住民参画を基本に活動
を行うとともに、さまざまな分野の情報
交換・連携の機会を設け、市民がゆとり
ある暮らしを実感できる自己実現の場・
福祉社会の創造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．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
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 
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．国及び地方公共団体等の施設管理・運営
委託を受けて地域住民に対して公共サービ
スの提供を行う事業
２．国及び地方公共団体等からの調査研究
受託業務
３．廃棄物、リサイクル、浄化槽等に関する調
査、研究、各種交流連携事業
４．森林、河川、湖沼、海等に関わる自然環
境の調査、研究事業
５．地域資源を活用した体験型学習、地域の
人材育成に関わる事業
６．地域活性化モデル調査、企画、運営事業
７．パーソナルコンピューター及びインター
ネットの利用活動に関する知識及び技術の
教育の養成事業
８．インターネット及びネットワークシステムの
構築及び設定に関する事業 
９．情報化社会の発展を図る活動を行う団体
の交流会開催事業
１０．学術、芸術、文化、スポーツのイベント
企画事業
１１．事業を推進するための展示会、講演
会、研究会、講習会、発表会、人形劇等の開
催および講師派遣事業
１２．健康、医療および福祉に関する調査、研
究、各種連携事業
１３．地域ボランティア活動への参画

１．コンピューター及びその周辺
機器の販売事業
２．農産物加工品・有機肥料販売
事業
３．バザー、その他物品の販売の
事業
４．出版の事業
５．請負の事業
６．その他、本法人の目的達成の
ために必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2005/4/15 2005/7/29 2005/8/15 3月31日 認証済み

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こっとん
倶楽部

トクテイヒエイリカツドウホウジン
コットンクラブ

入江　義熙 中間市中間4丁目5番8号 中間市
北九州市小倉南区上曽根新
町２番２５号

この法人は、「より良い社会はより良い
家庭から」を理念とし、結婚は男女の相
互理解と相互協力による男女共同参画
の生涯事業であるとの認識の上に立
ち、近年憂慮されている少子化現象を
阻止するには、結婚に夢が持てる社会
の構築と結婚支援の推進が最重要課
題であるとの観点から、結婚情報の提
供、結婚支援の活動を通じて、よりよい
社会、真の男女共同参画社会の推進
に寄与する事を目的とする。

１．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動

１．結婚に関する相談及び出会いの場の提
供事業
２．結婚に関する情報の収集及び提供に関
する事業
３．結婚に係る、セミナー、講演会などの企画
及び実施に関する事業
４．その他当法人の目的を達成するために必
要な事業

○ 2001/11/26 2002/3/8 2002/3/25 12月31日 認証済み

5
特定非営利活動法人子育て
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
ソダテネットワークカスガ

森山　久子 春日市昇町３丁目１０５番地 春日市

この会は、春日市の子どもが心身とも
に健全に育つことを願い、個人・サーク
ル・グループ・団体のつながりを築き、
各々が豊かに活動をし、子育ての教育
力が家庭から地域へと広がっていくこと
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

１．乳幼児とその保護者への育児支援に関す
る事業
２．青少年の健全育成を図るための地域づく
りに関する事業 
３．子どもの成長に必要は情報の収集・提供
事業
４．子育てに関する学習及び他団体との交
流・連携・支援事業

○ ○ ○ 2002/4/25 2002/7/25 2002/8/6 3月31日 認証済み

6
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

7 特定非営利活動法人ジネス
トクテイヒエイリカツドウホウジンジ
ネス

岡　三惠子 糸島市篠原東2丁目16番1号 糸島市

この法人は、子育て支援、高齢者、障
がい者の生活支援、高齢者、女性の就
労支援及び社会参加活動支援事業を
通じて、地域社会の労働力の活性化を
進めながら女性の社会的自立を推進
し、地域の雇用と福祉の増進を推進す
るとともに、市民に対して芸術活動を発
信する機会を提供することで、芸術振
興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．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．男女共同参画社会の形成を図る活
動
５．子どもの健全育成を図る活動
６．職業能力の開発または雇用機会の
拡充を支援する活動

１．在宅福祉サービスに関する事業（高齢
者、病人等の生活支援）
２．高齢者や女性の就労支援
３．女性の社会参加支援（意識の啓発と支
援）
４．子育て支援
５．市民の行う芸術活動の普及啓発事業
６．上記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

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2002/11/29 2003/3/25 2003/4/1 3月31日 認証済み

8
特定非営利活動法人なかま福
祉会

トクテイヒエイリカツドウホウジンナ
カマフクシカイ

木下　幸子 中間市中央2丁目13番12号 中間市

この法人は、高齢者、障害者及び児童
のための福祉並びに女性の地位向上
を図り、社会教育関係の諸研修を実施
すると共に、生活環境改善の推進を行
い、もって健康で豊かなまちづくりに寄
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．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

１．介護保険法に基づく居宅サービス事業
（訪問介護、福祉用具貸与）
２．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
３．高齢者及び障害者の生活支援事業並び
に住宅環境整備事業
４．生涯学習関係諸研修の実施事業
５．生活環境のバリアフリー推進事業
６．環境改善の推進に関する事業
７．女性の地位の向上を図る事業
８．子どもの健全育成推進事業
９．福祉団体のイベントに対する支援事業

１．物品販売事業
２．飲食店経営事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2002/12/9 2003/3/27 2003/3/31 3月31日 認証済み

9
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

10
特定非営利活動法人ヘルスア
ンドライツサポートうりずん（若
夏）

トクテイヒエイリカツドウホウジンヘ
ルスアンドライツサポートウリズン
（ウリズン）

中嶋　和代 直方市知古１丁目６番４８号 直方市

この法人は、高齢者のみならず各世代
に対して、日常生活を支援するサービ
スの知識や情報の提供及び介護サー
ビス内容の評価、介護予防に関する講
習事業及び調査研究事業を行い、各人
の自立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．まちづくりの推進を図る活動 
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

１．介護サービス外部評価に関する事業
２．介護保険オンブズパーソン事業
３．介護サービスに関する相談・研修会開催
事業
４．介護サービスに関する調査研究事業
５．介護予防に関する講習事業
６．介護予防に関する調査研究事業
７．保健や福祉及び介護情報や知識に関す
る出版物の発行事業
８．男女共同参画社会促進の相談・講習事業
９．子どもの健全育成に関する相談・支援事
業
１０．介護保険法に基づく指定市町村事務受

○ ○ ○ ○ 2003/9/12 2003/12/18 2004/1/5 3月31日 認証済み

11
特定非営利活動法人大野城市
ひとり親家庭サポートくらぶ

トクテイヒエイリカツドウホウジンオ
オノジョウシヒトリオヤカテイサ
ポートクラブ

平　ヒロ子
大野城市曙町2丁目3番2号
大野城市総合福祉センター
内

大野城市

この法人は、母子家庭及び寡婦等に対
して日常生活支援事業を行い、また、
母子家庭・寡婦等が高齢者や障害者の
方に対する生活支援を行うことにより、
地域社会に貢献すると共に自らの自立
促進を支援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．男女共同参画社会の形成の促進を
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

１．母子家庭等日常生活支援事業
２．高齢者・障害者等支援サービス事業
３．留守家庭等児童支援事業

１．公共施設自動販売機受託設
置

○ ○ ○ ○ 2003/12/9 2004/3/29 2004/4/1 3月31日 認証済み

12
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

13
特定非営利活動法人保育サー
ビス・エンゼル

トクテイヒエイリカツドウホウジンホ
イクサービス・エンゼル

青山　伊都子
宗像市赤間駅前２丁目２番８
号トピア赤間Ⅱ１０５号

宗像市

この法人は、子育てを豊かにするため
の保育サービスを提供すると共に、子
どもの健やかな成長を願い、安心して
子育てが行なえる地域づくりに努める
ことを目的とします。

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．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
４．社会教育の推進を図る活動 
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．子育てにかかわる支援推進事業
２．親子の交流などに関する事業
３．子育ての質を高める事業
４．子育てに関する情報提供事業
５．子育て支援関連団体との連携によるまち
づくりに関する事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2004/7/23 2004/11/19 2004/11/26 3月31日 認証済み

14
特定非営利活動法人日本セラ
ピューティック・ケア協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
ホンセラピューティック・ケアキョウ
カイ

城戸　由香里 太宰府市五条２丁目６番１号 太宰府市

この法人は、「すべての人に尊厳と幸
せを」を基本理念として、セラピュー
ティック・ケアその他メンタル・ケアの技
術を広く一般に普及すると共に、その
技術をコミュニケーションの手段として
活用し、広め、応用し、地域社会全般に
優しいふれあいの輪を広げるなど、社
会福祉の増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．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．国際協力の活動
７．男女共同参画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

１．セラピューティック・ケアの施術に関する事
業
２．セラピューティック・ケアに携わる人材育
成に関する事業 
３．セラピューティック・ケアの普及啓発に関
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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2005/2/28 2005/6/17 2005/7/1 3月31日 認証済み 認定 絶対値基準 2014/7/1 2024/6/30



15
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

16 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

17
特定非営利活動法人ちくしっ子
ネットワーク

トクテイヒエイリカツドウホウジンチ
クシッコネットワーク

岡元　祐介
筑紫野市大字永岡１０２５番
地５  グレイス桜台２０３号

筑紫野市

この法人は、放課後および休校日にお
ける保育を必要とする児童に対して、
健全な生活・遊技の場を提供するととも
に、保育内容の充実および発展を目的
とする事業を行い、また、放課後児童ク
ラブの施設・設備の整備と保育内容の
向上を行政に働きかけることにより、子
ども達の健全な育成を図るとともに、保
護者の子育てを支援し、健全な地域社
会の形成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．男女共同参画社会の形成を図る活
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．筑紫野市内における放課後児童クラブの
運営に関する事業 
２．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の推進に係るイベント開
催等の事業
３．子育て支援に関する、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
４．子育て支援に係る環境向上のための情
報提供、調査研究及び提言に関する事業 
５．放課後児童クラブ指導者の育成事業

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

○ ○ ○ ○ 2005/12/26 2006/3/27 2006/5/1 3月31日 認証済み

18
特定非営利活動法人九州地域
振興協会

トクテイヒエイリカツドウホウジン
キュウシュウチイキシンコウキョウ
カイ

榮　隆雄
宗像市公園通り３丁目１番３
号

宗像市

この法人は、九州を中心とした地域住
民や団体、企業に対し、地域振興・地
域間交流支援や次世代育成支援、芸
術・文化公演などの事業を行い、輝く地
域と力強い人的資源を形成することに
よって、活き活きとした次世代社会を実
現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．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
４．男女共同参画社会の形成を図る活
動
５．子どもの健全育成を図る活動
６．経済活動の活性化を図る活動 
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．地域振興促進に係る企画及び運営事業 
２．地域間交流促進に係る企画及び運営事
業
３．子どもの健全育成に係る各種教室の開設
及び運営事業
４．児童の健全育成に関するセミナー・講演
会等の開催事業
５．セミナー・講演会等の開催事業
６．児童の安全・保護に関するシステム推進
事業
７．芸術、文化公演事業
８．シニアの生きがいづくりのための企画及
び運営事業
９．その他この法人の目的を達成するのに必

１．コンサルタント事業
２．物品販売事業
３．各種イベントプロデュース及
び広告・宣伝事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2006/1/13 2006/3/27 2006/4/12 3月31日 認証済み

19
特定非営利活動法人ル・バ
トー

トクテイヒエイリカツドウホウジンル
バトー

吉岡　マサヨ 久留米市西町８７９番地５ 久留米市

この法人は、子育てや男女共同参画の
ための環境づくりに取り組むとともに、
自己を啓発し、社会に貢献する優れた
人材の育成を図ることで、親と子が共
に幸せな生活を送ることができる社会
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．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
３．社会教育の推進を図る活動

１．地域における子育て環境づくりに関する
事業
２．子どもの健やかな成長のための支援に関
する事業
３．男女共同参画のための環境づくりに関す
る事業

○ ○ ○ 2006/2/6 2006/5/23 2006/6/5 3月31日 認証済み

20
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

21
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

22
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

23
特定非営利活動法人広域活性
化研究センター

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ウイキカッセイカケンキュウセン
ター

時川　正 田川市桜町11番３号 田川市

この法人は、「アジアを含めた広範な地
域と連携した筑豊地域の活性化と国際
的な共生」を基本活動テーマとし高度な
技術及び豊富な経験を有する会員相
互の協力により人材・情報・福祉・介
護・医療・教育・環境ならびに地域開発
などの幅広い分野において国内外の
不特定多数の市民・団体、障がい者及
び高齢者や子ども達などを対象に助言
または支援・教育等を行い、地域社会
の健全な発展および、国際協力などの
公益の増進に寄与することを目的とす
る。的とする。

 （１）まちづくりの推進を図る活動 
 （２）経済活動の活性化を図る活動
 （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）情報化社会の発展を図る活動 
 （６）学術、文化、芸術又はスポーツの

振興を図る活動 
 （７）保健、医療または福祉の増進を図

る活動
 （８）男女共同参画社会の形成の促進

を図る活動 
 （９）子どもの健全育成を図る活動 

（10）　人権の擁護又は平和の推進を
図る活動
（11）　地域安全活動
（12）　消費者の保護を図る活動
（13）　環境の保全を図る活動
（14）　国際協力の活動
（15）　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.行政業務の民間委託または指定管理者制
度に基づく地域活性化に関する施設の管理・
運営受託事業

 2.各企業への事業活性化のための情報提供
によるコンサルタント事業 

 3.高齢者及び障害者の雇用実現を図れる職
場の確保の支援事業

 4.質の高い介護福祉サービスを提供するた
めの人材育成支援事業

 5.ニート及びフリーターの教育支援による社
会復帰の実現の支援事業

 6.再チャレンジ支援事業 
 7.女性の職場進出を支援するための託児所

及び保育所の職場環境改善の支援事業
 8.妊産婦に対するカウンセリング事業 
 9.高齢化社会の到来にともない労働者不足

を補うための外国人労働者の研修受入事業
 10.地域の活性化に関する各種イベントへの

参加及び支援事業
 11.環境保全および地域環境の改善に関する

企画・調査の支援事業
 12.アジアに日本の各地を紹介するための情

報発信事業
 13.国際協力に関する企業誘致・人材交流の

支援事業
 14.幼児施設を含めた子供（大学、専門学校

等含む）教育施設などへの講演事業
 15.障害者や高齢者の社会参加支援に関す

る調査・研究事業
 16.障害者や高齢者の社会参加支援に関す

る教育事業

物品販売業
飲食店事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2007/1/18 2007/4/26 2007/5/8 3月31日 認証済み

24
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

25
特定非営利活動法人いとしま
児童クラブ

トクテイヒエイリカツドウホウジンイ
トシマジドウクラブ

諏訪　英俊
糸島市前原東三丁目８番１７
号

糸島市

この法人は、放課後等において保育が
必要とされる小学校児童に対し、豊か
で安全な生活の場を多世代の人々と連
携して築くことで、子どもたちの心身とも
に健やかな発達を支援し、また、親の
働く権利を保障する活動を行うことで、
健全で豊かな地域社会の確立をはか
ることを目的とする。

１．子どもの健全育成を図る活動
２．男女共同参画社会の形成を図る活
動
３．まちづくりの推進を図る活動 
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．糸島市内における放課後児童クラブの開
設と管理運営に関する事業
２．地域の子育てに関する相談等の支援事
業
３．子どもたちが安全で健やかに成長するこ
とができるための地域、団体との交流、連携
及び協力事業
４．子育て及び男女共同参画社会に関する
講演会、講座及びイベントなどの企画運営事
業
５．第３条の目的を達成するために必要な指

○ ○ ○ ○ 2007/7/26 2007/11/7 2007/11/29 3月31日 認証済み

26
特定非営利活動法人子育てな
かま

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ソダテナカマ

川口　克代
直方市大字植木１５３番地１
１２

直方市

この法人は、子育て中の親が抱える不
安や閉塞感を解消するための環境づく
り、ネットワークづくりなどの子育て支援
事業を通して、すべての子どもと親がい
きいきと心豊かに暮らせる地域づくり、
団塊の世代も含め地域の人たちも共に
生きがいがもてる地域社会をつくること
を目指し、地域コミュニティの再生を目
的とする。

１．子供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．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
５．男女共同参画社会の形成の促進を
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．子育てに関する支援及び人材育成事業
２．子育て支援施設の運営及び管理事業
３．子育てに関する情報収集、啓発及び施策
提言事業
４．子育て支援に関する事業の企画及び製
作、運営事業

１．物品の販売 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2007/12/4 2008/3/10 2008/3/21 3月31日 認証済み



27
特定非営利活動法人新現役の
会ちくごセンター

トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
ンゲンエキノカイチクゴセンター

江上　憲一 久留米市篠山町１６４番地３ 久留米市

この法人は、これからの人生を新たな
現役として活動する人々が、地域貢献
事業に関する支援事業を行い、地域課
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．社会教育の推進をはかる活動
３．まちづくりの推進をはかる活動 
４．環境保全をはかる活動
５．子どもの健全育成をはかる活動
６．情報化社会の発展をはかる活動
７．科学技術の振興をはかる活動
８．経済活動の活性化をはかる活動
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．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興をはかる活動 
１１．地域安全活動
１２．国際協力の活動
１３．男女共同参画社会の形成の促進
をはかる活動 
１４．消費者の保護をはかる活動 
１５．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
または援助の活動

＜１＞地域で新たな現役として、コミュニティ
ビジネス等を立ち上げ、運営するグループを
支援するためのフォーラム・セミナーなど情報
発信・開発事業
(1)新現役の集い(2)地域コーディネーターセミ
ナー(3)心身の健康講座など
＜２＞同じく、上記グループへの事業の調査
研究、市場調査、コンサルティング事業
(1)ちくご地域課題の調査研究(2)環境保全対
策事業など
＜３＞同じく、上記グループへの各種交流
会、研究会関連事業
(1)コミュニティビジネス研究会(2)地域ネット
ワーク交流会(3)アジア地域との友好交流会
研究会など
＜４＞同じく、上記グループへ企業・行政との
協働事業紹介・受託事業
(1)子供才能発見やる気塾事業(2)シニアの住
まいと暮らし方研究(3)地域の安全安心事業
など
＜５＞同じく、上記の事業に関連する情報提
供事業
(1)ホームページおよびブログの開設(2)広報
誌の定期発行など

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2009/2/17 2009/5/27 2009/6/1 3月31日 認証済み

28
特定非営利活動法人「食が紡
ぐいのちの輪」

トクテイヒエイリカツドウホウジン
「ショクガツムグイノチノワ」

畠中　廣子
糸島市志摩芥屋３２８８番地
の２１４

糸島市

この法人は、地域住民に対して、「食」
を中心に据えた「食育」・「子育て支
援」・「世代間交流」に関する事業を行
い、「食」を中心に据えたまちづくりの具
現化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は
かる活動
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
振興をはかる活動 
５．環境の保全を図る活動
６．地域安全活動
７．男女共同参画社会の形成をはかる
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均
等の拡充を支援する活動
１１．消費者の保護を図る活動 
１２．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．食育に関する事業
２．子育て支援事業
３．世代間交流等による地域活性化事業
４．地域住民のための生涯学習事業
５．前条各号に掲げる活動を行う団体との交
流、連携、支援事業
６．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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2009/3/31 2009/7/7 2009/7/17 3月31日 認証済み

29 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

30 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

31
特定非営利活動法人ハートフ
ル

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ハートフル

福田　祥司
久留米市三潴町西牟田１６４
６番地２

久留米市

この法人は、地域住民に対し、在宅で
介護が必要な高齢者・障害者に支援、
サービスを提供し、地域に根ざした居
宅サービスに関する事業を行い、福祉
の増進に寄与することを目的とします。 
又、結婚と家庭づくりの支援を行なうこ
とで少子化傾向の事態改善につなげ、
男女の積極的社会参加促進にも寄与
いたします。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動

１．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
２．あん摩マッサージ指圧事業 
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障害福祉
サービス事業
４．久留米市移動支援事業
５．出会い・交流支援サービス 
６．介護保険法に基づく第１号訪問事業

○ ○ 2010/2/25 2010/4/28 2010/5/10 3月31日 認証済み

32 特定非営利活動法人ＡＦＯ
トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
イエフオー

今村　一宏
田川市大字弓削田１７６５番
６

田川市

この法人は、主に障がいのある方、養
護児童、求職困難者等に対し、障害福
祉サービス事業等、小規模住居型児童
養育事業、無料職業紹介事業などの自
立を援助するための各種事業を行い、
地域福祉の向上に寄与することを目的
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．社会教育の推進を図る活動
４．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
５．子供の健全育成を図る活動
６．経済活動の活性化を図る活動
７．環境の保全を図る活動
８．前各号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
サービス及び地域生活支援事業並びに相談
支援事業
２．雇用の啓発に関係する諸団体等への情
報支援事業
３．福祉及び町づくりに関する情報提供事業
４．地域の環境再生、保全に関わる事業
５．無料職業紹介事業
６．児童福祉法に基づく小規模住宅型児童養
育事業
７．その他、第３条の目的を達するために必
要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2010/2/26 2010/5/26 2010/6/4 3月31日 認証済み

33 ＮＰＯ法人ふくおか森の学校
エヌピーオーホウジンフクオカモリ
ノガッコウ

程　卓郎
糟屋郡篠栗町大字和田105
番地３

篠栗町

この法人は、自然体験活動を通じて、
野外・環境教育活動を普及するととも
に、その指導者の養成研修を通じて、
野外・環境教育活動の推進を図り、もっ
て心豊かでたくましい青少年の育成に
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．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．青少年及びその保護者に対する野外・環
境教育プログラムの開発、普及、およびその
機会の提供事業
２．青少年の野外・環境教育に関する指導者
の養成事業
３．青少年の野外・環境教育活動に関する調
査研究事業
４．青少年の野外・環境教育活動に関する情
報提供事業
５．青少年教育施設の管理運営事業

１．物品販売事業
２．広告掲載事業

○ ○ ○ ○ ○ 2010/5/27 2010/9/1 2010/9/8 3月31日 認証済み

34
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

35
特定非営利活動法人無形民俗
文化財アーカイブズ

トクテイヒエイリカツドウホウジンム
ケイミンゾクブンカザイアーカイブ
ズ

池松　卓成
久留米市津福今町２９２番地
１、３－８

久留米市

この法人は、不特定かつ多数の者に対
して、民俗文化財（有形、無形）の保
存、伝承、広報、再興、修復等に寄与
するとともに、国際的な調査、研究を行
う。また、民俗文化財の有効利用を図
ることで地域の経済活動の活性化を推
進し、活動の担い手の育成をも行うこと
を目的とする。

１．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
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．社会教育の推進を図る活動
５．情報化社会の発展を図る活動 
６．まちづくりの推進を図る活動 
７．国際協力の活動
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．経済活動の活性化を図る活動
１０．男女共同参画社会の形成の促進
を図る活動

１．国内外の「無形民俗文化財アーカイブズ」
の構築事業
２．民俗文化財DVDの貸し出し事業
３．民俗文化財を通した子どもの健全育成事
業
４．国内外の民俗文化財に関する調査研究
事業
５．民俗文化財の諸情報のインターネット公
開事業
６．地域の民俗文化財を通した町おこし事業 
７．国外の民俗文化財に関する国際協力事
業
８．１から７の事業の担い手育成事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2005/5/30 2005/9/6 2005/9/8 3月31日 認証済み

36 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

37
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

38 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

39
特定非営利活動法人ゆめみら
いNIPPON

トクテイヒエイリカツドウホウジンユ
メミライニッポン

山下　善也 宗像市田熊６丁目１番４５号 宗像市
　この法人は、広く一般市民に対し、多
様な交流事業を行い、社会貢献に寄与
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）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、芸術またはスポーツ
の振興を図る活動 
（６）災害救援活動
（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）子供の健全育成を図る活動
（１０）経済活動の活性化を図る活動

（１）独身男女の出会い交流事業
（２）青少年の歴史・文化・スポーツ体験交流
事業
（３）世代間交流事業
（４）妊婦及び育児中の女性を対象とした交流
事業
（５）農山漁村への観光誘導交流事業
（６）国際交流の推進事業
（７）被災地支援活動の推進事業
（８）前各号に関連する各種セミナー・講演活
動の企画、運営
（９）前各号に関連する情報提供及び商品の
企画、開発、販売
（１０）その他この法人の目的を達成するため
に必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2012/1/31 2012/4/25 2012/5/1 3月31日 認証済み



40
特定非営利活動法人スロー・
ラボ

トクテイヒエイリカツドウホウジンス
ロー・ラボ

吹上　紘子
京都郡みやこ町豊津９８０番
地１

みやこ町

この法人は、地域社会、および地域に
暮らす人々に対して、環境保全、定住
化促進、ライフスタイル提案、次世代育
成に関する事業を行い、持続可能な地
域社会形成に寄与することを目的とす
る。

１．農山漁村及び中山間地域の振興を
図る活動
２．観光の振興を図る活動
３．社会教育の推進を図る活動
４．まちづくりの推進を図る活動 
５．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
６．環境の保全を図る活動
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．情報化社会の発展を図る活動 
１１．経済活動の活性化を図る活動 
１２．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
１３．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．地域の定住化促進に関する調査研究事
業
２．里山環境を活かした体験学習事業
３．耕作放棄地の有効活用事業
４．地域資源を活かした商品開発事業
５．地方自治体や非営利活動団体の行う活
動の情報化支援事業
６．地方公共団体などの施設管理運営および
公共サービス事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2012/3/1 2012/6/4 2012/6/21 3月31日 認証済み

41
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

42
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

43
特定非営利活動法人わたしと
僕の夢

トクテイヒエイリカツドウホウジンワ
タシトボクノユメ

佐藤　裕理子、小林　尚志久留米市東和町４番地４ 久留米市
佐賀県鳥栖市鎗田町３０９番
地３

　格差社会が社会的に大きな問題とな
り、その中でも母子家庭の貧困率が５
０％をこえるなど、母子家庭のお母さん
を取り巻く環境は厳しさを増していま
す。 
　この様な環境の中で、貧困の連鎖を
断ち切り、貧困家庭の親子がより良い
方向へ向かい、将来を切り開くため、以
下のような内容のサポート活動を行い
ます。 
　①　子供の教育
　低所得で塾に行けない子・学校に行
けていない子・授業についていけない
子・社会的経験が少ない子に無料・低
額の塾など様々な学習と経験を積ま
せ、自己に対する肯定感を持ち、高校
へ進学することを目的とします。 
　②　お母さんたちのサポート 
　貧困家庭のお母さんたちのサークル
を作り、そこでの交流をはかり、情報提
供の場とするとともに、研修を実施し
て、就労支援を行います。 
　③　海外交流の機会の創造
　これからのグローバル社会において、
様々な環境の子供たちと接する機会を
創造するため、国際キャンプを主催し、

１．職業能力の開発または雇用機会の
拡充を支援する活動
２．子どもの健全育成を図る活動
３．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
４．社会教育の推進を図る活動
５．まちづくりの推進を図る活動 
６．経済活動の活性化を図る活動
７．国際協力の活動
８．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．母子家庭等の就業自立支援事業
２．学習塾の企画運営及び協力者に対する
就労支援事業
３．国際交流のための国際キャンプ・国際日
本語教育及び海外の人材への日本文化及び
日本語教育
４．社会教育、道徳教育を目指した地域間交
流事業
５．地域に根付く特産品、地域発の商品など
の紹介および情報提供、普及・啓発事業
６．インターネット利用による地域交流のため
の情報発信事業
７．生活用品等のリサイクル事業
８．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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2012/5/23 2012/8/24 2012/9/5 3月31日 認証済み

44
特定非営利活動法人子育て支
援機構

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ソダテシエンキコウ

青柳　幸枝 直方市大字下新入３３番地１ 直方市

　この法人は、放課後および休校日に
おける保育を必要とする児童に対し
て、健全な生活・遊技の場を提供すると
ともに、保育内容の充実および発展を
目的とする事業を行い、また、学童保
育の施設・設備の整備と保育内容の向
上を行政に働きかけることにより、子ど
も達の健全な育成を図るとともに、保護
者の子育てを支援し、豊かな地域社会
の形成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．男女共同参画社会の形成を図る活
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、助言また
は援助の活動

１．直方市内における学童保育所の運営に
関する事業
２．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の推進に係るイベント開
催等の事業
３．子育て支援に関する、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
４．子育て支援に係る環境向上のための情
報提供、調査研究及び提言に関する事業 
５．学童保育指導者の育成事業

○ ○ ○ ○ 2012/12/25 2013/3/19 2013/3/27 3月31日 認証済み

45
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

46
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

47
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

48
NPO法人いとしまビジネス研究
所

エヌピーオーホウジンイトシマビジ
ネスケンキュウショ

飯田　貴子
糸島市前原西1丁目5番18-
402号

糸島市

　この法人は、地域住民に対して、商業
的知識の育成に関する事業の提供、企
画、助言、支援等を行い、市民の基本
的なビジネス知識の底上げ、また向上
させることにより、地域社会の長期的な
経済の活性化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.学術、文化、芸術又はスポーツの振
興を図る活動 
5.国際協力の活動
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 
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.魅力ある地域づくりを担う人材育成事業（ビ
ジネス講座、講演、イベント等） 
2.まちづくり、地域活性化のための企画、助
言、支援事業
3.糸島地区活性化に関する調査、研究事業

1.雑貨等の物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2013/10/4 2014/1/22 2014/2/18 9月30日 認証済み

49
ＮＰＯ法人そよかぜ学童おおむ
た

ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝｿﾖｶｾﾞｶﾞｸﾄﾞｳｵｵﾑﾀ 永松　健児
大牟田市大字今山１１８０番
地

大牟田市

この法人は、就学児童に対して放課後
及び休校日に安全で豊かな生活とあそ
びの場を提供する事業を行い、異年齢
集団の中で個性を生かし、自然の中で
様々な体験をし、仲間とあそび関わるこ
とで、心豊かで元気な子どもを育成す
ることに寄与することを目的とする。ま
た、保護者の子育てを支援し、豊かな
地域社会の形成に貢献することを目的

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．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動

１．子どもの健全育成のための学童保育事業
２．子育てに関する普及啓発事業

○ ○ ○ 2014/3/17 2014/6/18 2014/7/1 3月31日 認証済み

50
ＮＰＯ法人ウーマンサポートＭ
ｏｒｅ

エヌピーオーホウジンウーマンサ
ポートモア

石坂　明子 豊前市大字畠中５０番地１ 豊前市

この法人は、地域に暮らしもっと自分の
可能性を見つけ、日常を充実させたい
と願う女性に対して地域性を活かした
女性支援や子育てに関するサポートや
提案をするなどの事業を行い、人との
繋がりを通して魅力を発見し、自分を磨
くことで誇りをもって生きていく事ができ
るように支援するための事業を行い、
元気で活力のある地域社会の実現へ

(1)まちづくりの推進を図る活動 
(2)観光の振興を図る事業 
(3)環境の保全を図る活動 
(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 
(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充
実を支援する活動

①女性支援に関する体験型講座や講習
②女性支援に関する講演会・イベントの企
画・運営事業
③女性支援に関する他組織との情報交換、
共同企画の運営などに関する事業
④本法人の目的達成に必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2014/4/25 2014/7/31 2014/8/14 3月31日 認証済み

51
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

52
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

53
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



54 ＮＰＯ法人スマイル・ルーム
エヌピーオーホウジンスマイル・
ルーム

前田　美紀 直方市津田町9番7号 直方市

　この法人は、保護者の就労等により
放課後等において保育を必要とする児
童に対し、安心・安全で健康的な生活
の場を継続的に提供するとともに、その
ことを通して保護者の働く権利と家族の
生活の安定を守り、もって地域児童の
健全な育成と、その保護者に対する仕
事と子育ての両立を支援する活動を行
う。あわせて、地域の学童保育事業の
条件整備に向けた取り組みや子育て支
援に関する情報提供等の活動を行い、
子育てしやすく、親子に優しいまちづく

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　男女共同参画社会の形成を図る
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　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　学童保育所の運営及び学童保育事業の
条件整備に関する事業
②　子育て支援等に関する調査研究、情報
提供及び研修等事業
③　その他この法人の目的を達成するため
に必要な事業

①　物品販売に関する事業
②　会員相互間の交流又は親睦
を深める事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2015/1/27 2015/5/7 2015/5/15 3月31日 認証済み 2015/5/7

55
特定非営利活動法人子育て支
援ここねっと・くるめ

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ソダテシエン　ココネット・クルメ

上瀧　純一
久留米市原古賀町２９番地２
４　アーサー六ツ門プレミア
ムタワー９０１号

久留米市

この法人は、臨床心理士や学校心理士
等の専門家がネットワークを組み、こど
もを取り巻くさまざまな問題で悩む人達
に対して、精神的ケアは言うまでもな
く、家族や教育の場も含んだ環境整備
等、多面的な角度から関わることで、メ
ンタルヘルス（こころの健康）の向上を
支援しつつ、同時に個々人の生活面、
学校等における人間関係及びコミニ
ケーションスキル等のサポートにも平行
して取り組んで行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）男女共同参画社会の形成の促進
を図る活動 
（３）子どもの健全育成を図る活動 
（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、子育て支援に関するワークショップの開催
２、子育て支援に関する講演会の開催
３、その他の目的を達成するために必要な事
業

○ ○ ○ ○ 2015/3/29 2015/7/3 2015/7/17 3月31日 認証済み

56
特定非営利活動法人男女共同
参画ゆいネット宗像

トクテイヒエイリカツドウホウジンダ
ンジョキョウドウサンカクユイネット
ムナカタ

立石　実 宗像市久原１８０番地 宗像市

　この法人は、宗像市民に対して、男女
共同参画に関する事業を行い、男女共
同参画社会の実現に寄与することを目
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）職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

①男女共同参画に関する啓発事業及び就業
支援事業
②男女共同参画推進センターの管理運営事
業
③図書・DVD等管理事業

○ 2015/11/11 2016/2/12 2016/3/4 3月31日 認証済み

57 NPO法人リトルバンブー
エヌピーオーホウジンリトルバン
ブー

山﨑　伸一
鞍手郡小竹町大字勝野２６７
４番地１

小竹町

この法人は、住み慣れた地域で安心し
て子育てができ、高齢者が心豊かに暮
らせるよう、地域住民同士の助け合い
のもとで、子育て支援や高齢者の生活
支援の推進を目指すとともに、思いやり
に満ちた地域コミュニティの形成に寄与
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）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）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

①子育て支援事業
②子どもの体験活動支援事業
③高齢者支援事業
④地域コミュニティ活性化事業
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物品・食料品販売・飲食店営業
事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2015/12/3 2016/3/7 2016/3/23 3月31日 認証済み

58
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

59
特定非営利活動法人おおき・
ほっとかん

トクテイヒエイリカツドウホウジンオ
オキ・ホットカン

田中　博子
三潴郡大木町大字三八松３
８５番地１

大木町

この法人は、地域住民に対して、「乳幼
児から学童期の子ども」「高齢者」「育
児・介護等を行っている家庭」を支える
ための事業を行うとともに、地域全体で
子どもの成長に関われるような環境を
つくることで、大木町を明るく元気な住
みやすい町に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、医療又は福祉の増進を図る
活動
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
５．環境の保全を図る活動

１．子どもの健全育成に関する自主事業及び
委託事業
２．家事援助や児童の一時預かり等事業
３．高齢者及び介護者並びに一人暮らし世帯
の支援に関する事業
４．子育て・介護・食育等に関する講習会や
講演会等の事業
５．男女共同参画社会に向けた調査・研究事
業
６．花いっぱい活動等環境保全及び環境教

１．物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ 2016/5/9 2016/8/22 2016/9/16 3月31日 認証済み

60
ＮＰＯ法人クローバーキッズ大
刀洗

エヌピーオーホウジンクローバー
キッズタチアライ

平城　悦子
三井郡大刀洗町大字冨多８
１９番地

大刀洗町

この法人は、放課後や休校時における
保育を必要とする児童に対し、安心・安
全な生活・遊びの場を提供するととも
に、保育内容の充実及び発展を目的と
する事業を行う。また、学童保育の施
設や設備の充実と保育内容の向上を
行政に働きかけることにより、子どもた
ちの健全な育成を図りながら、保護者
の子育てを支援し健全な地域社会の形
成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）男女共同参画社会の形成を図る
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大刀洗町内における学童保育所の運営に
関する事業
②子育て支援に関する講習会等の企画運営
事業並びに地域住民、他団体との交流及び
協力事業
③子育て支援に係る環境向上のための情報
提供、調査研究及び提言に関する事業
④学童保育指導者の育成事業

①物販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

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

61
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

62
特定非営利活動法人小さな天
使ｃｌｕｂ

トクテイヒエイリカツドウホウジンチ
イサナテンシクラブ

斜木　加奈子 宮若市上大隈４１８番地３８ 宮若市

この法人は、結婚活動を行っている人
に対して、出会いを提供する事業を行
い、生涯未婚率を減少させ、出生率を
向上させることに寄与することを目的と
する。 
さらに、動物愛護の精神の啓蒙普及、
地域振興、商業を図るイベントの開催
及び参加、また、動物の適正飼養に係
る相談及び情報提供業務等を行うこと
によって、生命尊重や友愛、平和の情
操を育み、ひいては人間と動物達が共
生する社会の構築に貢献することを目

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．社会教育の推進を図る活動

①多数の人と出会える機会を増やす婚活
パーティー企画及び開催事業
②お見合いや少人数の食事会などのセッティ
ング事業
③結婚相談、その他結婚に関わる悩み等の
相談コンサルティング事業
④動物愛護の精神の啓蒙普及を図るイベン
トの開催及び参加
⑤動物の適正飼養に係る相談及び情報提供
業務、飼主のいない犬、猫の保護及び譲渡
事業
⑥その他、この法人の目的を達成するため

○ ○ ○ 2016/11/25 2017/2/28 2017/3/15 1月31日 認証済み

63
特定非営利活動法人前向き子
育てふくおか

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝﾏｴﾑｷｺｿﾀﾞ
ﾃﾌｸｵｶ

石橋　美穂
久留米市城南町８番地１ヴェ
ルパーク久留米城南２０２号

久留米市

この法人は、子育て中の家庭に対し
て、子育て支援に関する事業を行い、
未来を担う大切な子供たちの為に寄与
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）男女共同参画社会の形成の促進
を図る活動 
（３）子どもの健全育成を図る活動
（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トリプルＰの手法を用いた親支援事業
②ファンフレンズの手法を用いた子供への支
援事業
③その他第３条の目的を達するために必要
な事業

○ ○ ○ ○ 2016/12/8 2017/3/9 2017/3/14 3月31日 認証済み

64
ＮＰＯ法人One More Careサ
ポート

エヌピーオーホウジンワンモアケ
アサポート

永濱　陽正
久留米市藤光町９６８番地２
山口コーポ１０４号

久留米市
フィリピン共和国マニラ市オカ
ンポ通り５９９

この法人は、国内外を問わず、社会福
祉に関する事業を行い、国際教育並び
に文化交流の機会を提供する事、並び
に健康と自立した生活支援を図るととも
に、豊かで活力のある社会の構築と発
展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)環境保全を図る活動
(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)国際協力の活動
(７)子どもの健全育成を図る活動
(８)災害救援活動
(９)地域安全活動
(１０)男女共同参画社会の形成の促進
を図る活動 
(１１)経済活動の活性化を図る活動 
(１２)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介護保険法上に基づく居宅介護支援事業
②介護保険法上に基づく通所介護事業及び
第１号通所事業
③介護保険法上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
④介護保険法上に基づく訪問介護事業及び
第１号訪問事業
⑤介護保険法上に基づく福祉用具貸与及び
介護予防福祉用具貸与
⑥介護保険法上に基づく介護予防・日常生
活支援総合事業
⑦介護保険法上に基づく訪問看護及び介護
予防訪問看護
⑧介護保険法上に基づく訪問入浴及び介護
予防訪問入浴
⑨介護保険法上に基づく夜間対応型訪問介
護
⑩二次予防事業
⑪障害者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業及び地域生活支援事業
⑫児童福祉法に基づく障害者通所支援事業
及び障害児相談支援事業
⑬シニア生きがい支援事業
⑭在宅福祉サービスに関する事業(デイサー
ビス、移送サービス等)
⑮高齢者の生活全般に係る相談に関する事
業
⑯高齢者・障害者等とその家族に対する、保
健・福祉・医療に関するセミナーの開催
⑰一般旅客自動車運送事業(福祉輸送事業
限定)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2017/7/28 2017/10/24 2017/11/2 3月31日 認証済み

65
特定非営利活動法人プラタナ
ス

トクテイヒエイリカツドウホウジンプ
ラタナス

永井　徳仁
直方市大字感田３２３１番地
７

直方市

　この法人は、地域社会と連携してより
良い子育て支援を行い、子供たちの心
身ともに健やかな成長と子どもの親が
心豊かに仕事と子育てを両立可能な地
域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)　まちづくりの推進を図る活動 
(3)　男女共同参画社会の形成を図る
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 

①　子どもたちが安全且つ安心で健やかに
成長することが可能なまちづくりの推進に係
るイベント開催等の事業
②　子育て支援に関する講演会等の開催及
び地域住民、他団体等との交流事業
③　子育て支援に係る情報提供、調査研究
及び提言に関する事業
④　学童保育所の運営に関する事業 
⑤　学童保育指導者育成事業
⑥　その他この法人の目的を達成するため
に必要な事業

物品販売に関する事業 ○ ○ ○ ○ ○ 2018/1/14 2018/3/15 2018/3/19 3月31日 認証済み

66
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

67
特定非営利活動法人グループ
リビングこすもす

トクテイヒエイリカツドウホウジング
ループリビングコスモス

辻　吉保
久留米市国分町１１７１番地
１

久留米市

　この法人は、久留米市における高齢
期の住宅問題にかかわる幅広い人々
に対して、「自立と共生と尊厳」がある
高齢住宅（グループリビング）の運営支
援及び地域の子育てを支援し、以っ
て、コミュニティの再生と福祉のまちづく
りの推進に寄与し、豊かな地域環境を
整えることを目的とする。また、地域在
住の外国人労働者等の支援により生
活基盤の安定と自分の自立、発展を目
指し、以って社会全体の利益に寄与す

(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)国際協力の活動
(4)男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動

①グループリビングの運営に関する事業 
②高齢者地域貢献型無料情報センターに関
する事業
③認知症カフェ（オレンジカフェ）の運営に関
する事業
④外国人労働者及び外国人留学生の日常
生活・就労支援に関する事業
⑤事業所内保育所の運営に関する事業

物品販売事業 ○ ○ ○ ○ 2018/6/22 2018/9/20 2018/10/1 3月31日 認証済み

68 特定非営利活動法人にこり
トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
コリ

松丸　実奈
遠賀郡岡垣町野間３丁目４
番２４号

岡垣町

　この法人は、障がいを持つ子ども及
びその家族に対して、児童福祉法に基
づく障害児通所支援事業・障害児相談
支援事業等を行うとともに、障がいの有
無にかかわらず、子どもとその家族が
地域社会において笑顔あふれる生活を
送るために必要な支援事業などを行う
ことにより、福祉の増進、子どもの健全
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)まちづくりの推進を図る事業 
(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)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
(2)病児・病後児保育サービス事業、保育事
業並び保育施設などの運営事業及びこれら
の関連サービス提供事業
(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障害福祉
サービス事業及び地域生活支援事業
(4)児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
(5)医療的ケア児、家族の子育て支援による
女性の雇用促進事業及び就労サポート事業
(6)道路運送法に基づく福祉有償運送サービ
ス事業
(7)前各号の事業に関する調査研究、普及啓
発、人材育成、政策提言及び異業種連携促
進に関わる事業
(8)福祉カフェの運営
(9)介護保険法に基づく居宅サービス事業 
(10)その他この法人の目的を達するために必
要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2018/6/25 2018/9/3 2018/9/14 3月31日 認証済み



69
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

70
特定非営利活動法人ファイブ
ネット春日

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ファイブネットカスガ

林　惠美子
春日市紅葉ケ丘東８丁目５０
番地

春日市

この法人は、インターネットによる会員
の生きがいづくり・仲間づくりを通じて、
シニアの健康で心豊かな生活、健全な
まちづくり等に関する事業を推進し、住
みやすい社会・環境づくりや地域社会
の活性化に寄与することを目的とする。

 （１）保険、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）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）情報化社会の発展を図る活動 

(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  地域社会のシニアを対象にしたパソコン
講座・スマホ講座・タブレット講座の開　 
設
②  一般財団法人ニューメディア開発協会が
主催する「シニア情報生活アドバイザー」資
格取得のための養成講座
③　パソコン・スマホ・タブレット相談室の開催
④　自治体からの要請に基づく市民対象の
パソコン講座・スマホ講座・タブレット講座の
開催
⑤　シニアが核となって行うサークル活動及
び交流イベントの企画,運営,支援
⑥　全国及び世界のシニアのネットとの交
流、連絡、協調
⑦　ITフレンドの普及（障がい者支援）　 
⑧　本会の事業に必要な機関誌、ホーム

①　物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2018/8/26 2018/11/22 2018/11/27 3月31日 認証済み

71 ＮＰＯ法人ＧＡＮＤＡ エヌピーオーホウジンガンダ 柴田　尊司 直方市感田１７６番地１４ 直方市

この法人は、地域に住む多世代がス
ポーツや文化的な多目的交流を行うこ
とで、生涯にわたり心身ともに健やかに
生きていけるための活動の機会を提供
し、支援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)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)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　スポーツクラブに係る運営事業
②　スポーツの普及並びに指導者の育成事
業
③　スポーツに関するイベントの企画・運営
事業
④　保健、医療又は福祉ボランティア事業
⑤　保健、医療又は福祉に関わる普及啓発
事業
⑥　障害者総合支援法に基づく障害福祉
サービス事業
⑦　障害者総合支援法に基づく一般相談支
援事業
⑧　障害者総合支援法に基づく特定相談支
援事業
⑨　児童福祉法に基づく障害児相談支援事
業

○ ○ ○ ○ ○ 2018/10/2 2018/12/5 2019/1/18 3月31日 認証済み

72
特定非営利活動法人子ども
パートナーズHUGっこ

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ドモパートナーズハグッコ

梯　裕子 古賀市小竹２番地５ 古賀市

この法人は、 妊娠期も含め、子どもと
そこに関わる 家族や支援者、社会に対
して、子どもの育ちの理解とその保障に
関する事業を行い、子どもが主体的に
育ち、子育てが安心してできる社会づく
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)　男女協働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　親子が集う場事業
②　子どもの居場所事業
③　子どもの体験事業
④　子育て当事者及び支援者の支援事業
⑤　子どもの発達相談療育事業
⑥　子育ち子育てについての地域への啓発・
情報発信事業
⑦　その他、当法人の目的達成に必要と認
められる事業及び活動

○ ○ ○ ○ ○ 2018/10/9 2018/12/13 2018/12/26 3月31日 認証済み

73
NPO法人ちくご出会いサポート
センターJUNOALL

エヌピーオーホウジンチクゴデアイ
サポートセンタージュノール

関　文彦 久留米市東町３８番２０ 久留米市

この法人は、広く結婚に対して悩みを
持つ人々を対象に、幅広い結婚情報の
提供や出会いの場の提供等の総合的
な支援事業を行うことにより、未婚・晩
婚化・出生率減少傾向等の結婚を取り
巻く環境向上の促進を図り、地域社会
の福祉の向上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、男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
３、経済活動の活性化を図る活動
４、まちづくりの推進を図る活動 
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、結構相談所・結婚情報サービスの利用支
援事業
２、お見合い事業

○ ○ ○ ○ ○ 2018/11/26 2019/2/15 2019/3/1 2月28日 認証済み

74 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

75 ＮＰＯ法人福岡ツーリズム協会
エヌピーオーホウジンフクオカツー
リズムキョウカイ

原野　明彦
朝倉市杷木久喜宮１２１９番
地１

朝倉市

この法人は、都市農村交流に関わる人
や団体、事業者に対して、ツーリズムの
普及・啓発に関する事業を行い、地域
の活性化や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)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)国際協力の活動
(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 
(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
(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)　農村民泊仲介事業
(2)　体験・交流事業
(3)　ツーリズム普及支援事業
(4)　上記の事業に付属する関連事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2019/2/27 2019/5/13 2019/6/5 3月31日 認証済み

76 ＮＰＯ法人遠賀学童クラブ
エヌピーオーホウジンオンガガクド
ウクラブ

山口　謙吾
遠賀郡遠賀町大字今古賀５
１３番地

遠賀町

この法人は、保護者の就労等により放
課後及び休校日において保育を必要と
する遠賀町内の小学校に在籍する児
童に対して、安心・安全で健康的な生
活の場を継続的に提供する学童保育
事業を行うとともに、保護者の仕事と子
育ての両立を支援する活動を行い、子
育てしやすく健全で豊かな地域社会の
形成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）男女共同参画社会の形成の促進
を図る活動 
（３）まちづくりの推進を図る活動

（１）遠賀町内の学童保育クラブ運営事業
（２）児童の健全育成および子育て支援に関
する事業

○ ○ ○ 2019/7/5 2019/8/27 2019/9/10 3月31日 認証済み

77
特定非営利活動法人学童保育
おごおり

トクテイヒエイリカツドウホウジンガ
クドウホイクオゴオリ

後藤　悠子 小郡市小郡２５５番地１ 小郡市

この法人は、放課後及び休校日におけ
る保育を必要とする児童に対して、健
全な生活及び遊びの場を提供するとと
もに、保育内容の充実及び発展を目的
とする事業を行い、また、放課後児童ク
ラブの施設・設備の整備と保育内容の
向上を行政に働きかけることにより、子
どもたちの健全な育成を図るとともに、
保護者の子育てを支援し、健全な地域
社会の形成に寄与することを目的とす

（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）男女共同参画社会の形成の促進
を図る活動 
（４）前３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．小郡市内における放課後児童クラブの運
営に関する事業
２．地域住民、他団体との交流及び協力事業
３．子育て支援にかかる環境向上のための
情報提供、調査研究及び提言に関する事業
４．放課後児童クラブ支援員の育成事業

○ ○ ○ ○ 2019/7/11 2019/8/28 2019/9/13 3月31日 認証済み

78
特定非営利活動法人まちづく
り宗像

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝﾏﾁﾂﾞｸﾘﾑﾅ
ｶﾀ

中川　眞一 宗像市日の里1丁目31番1 宗像市

この法人は、市民の参画と協働による
市民主体のまちづくりを実現するため、
地域社会に対して、まちづくりに関わる
知識や手法の普及啓発、その活動に
関する相談や研修、調査・企画・研究や
政策提言、情報提供、人と人の交流促
進等の事業を行い、まちづくり活動の
更なる発展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)地域安全活動
(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)情報化社会の発展を図る活動 
(11)科学技術の振興を図る活動 
(12)経済活動の活性化を図る活動 
(13)職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
(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まちづくりに関する情報の収集、処理及び
提供
②まちづくりに関する教育及び普及啓発 
③まちづくりに関する調査、研究、企画、コン
サルティング、助言及び政策提言
④まちづくりに関する人材の育成・交流及び
ネットワーク促進
⑤まちづくりに関するテナントリーシング、空
き店舗及び不動産の管理、運営
⑥まちづくりに関する公共公益施設の企画、
管理及び運営
⑦地域の安全、環境に配慮したまちづくりを
推進する事業に関する調査、研究、企画及び
実施
⑧その他、この法人の目的を達するために
必要な事業

①物品販売事業
②飲食店経営事業
③印刷出版広告事業
④旅行事業
⑤前各号に付帯する一切の業務

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2020/4/3 2020/5/29 2020/6/11 3月31日 認証済み

79
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

80 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


