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1
特定非営利活動法人ハンディ
キャップサポーター

トクテイヒエイリカツドウホウジンハ
ンディキャップサポーター

井上　章
春日市春日公園一丁目１９
番地

春日市

この法人は、障害者に対して、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、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．まちづくりの推進を図る活動 
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．障害者の相談窓口設置・施設慰問の人的
支援事業
２．ボランティア活動員の育成による人的支
援事業
３．障害者応援のための募金活動による資
金的支援事業
４．障害に関する研究および障害者施設の実
態調査事業
５．障害に関する研究および障害者施設の実
態調査の講演会事業
６．施設製作品の販売事業
７．障害者の雇用促進事業
８．関係機関・団体との連携のためインター
ネットを使った情報交換の場の提供
９．機関紙の編纂及刊行

１．会員のための福利・厚生およ
び共済事業

○ ○ ○ 2002/8/13 2002/11/15 2002/11/25 6月30日 認証済み

2
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

3
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

4
特定非営利活動法人全土佐犬
友好連合会

トクテイヒエイリカツドウホウジンゼ
ントサケンユウコウレンゴウカイ

田中　正人
北九州市小倉北区富野隠岩
１１１７番１の５

北九州市小倉北区

静岡県三島市徳倉４丁目２８
番２７号

青森県上北郡六ヶ所村大字
尾駮字野附１０４９－２

この法人は、一般市民に対し闘犬につ
いての歴史等の講演会や犬の飼い方
の講習会のような文化活動を行い、犬
とともにいきることの出来る明るく活力
ある社会の形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．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
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．土佐闘犬大会開催事業
２．土佐犬指導者派遣事業
３．犬の飼い方教室の開催

○ ○ ○ ○ 2003/7/15 2003/10/1 2003/10/17 3月31日 認証済み

5
特定非営利活動法人どうぶつ
村

トクテイヒエイリカツドウホウジンド
ウブツムラ

楢崎　眞治
福岡市東区筥松２丁目21番
18-201号

福岡市東区
愛知県豊川市末広通４丁目１
３番

動物飼養者の視点で次世代につなが
る、人とペットとの良好なる関係改善を
多角的に思考し行動することで、ペット
を媒体とした『人間性の回復』『街づく
り』を提言実行する一般飼養者の集団
形成を行うことにより、美しい街づくりを
行い、市民生活を豊かにすることを目
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．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．動物飼養者同士の交流を図ることにより、
社会教育の推進を図る事業 
２．ペットのしつけおよび飼養方法の啓蒙に
よる美しい街づくりの推進を図る事業 
３．各種セミナーの開催による保健、医療の
推進を図る事業 
４．お散歩コースの紹介および『どうぶつ村』
ＭＡＰの作成および提供による地域安全を図
る事業
５．住環境の提供による環境の保全を図る事
業
６．ペットと住み良い街づくりの要望・実行に

１．動物飼養者および動物のた
めの保障事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2004/2/12 2004/5/24 2004/6/24 3月31日 認証済み

6
特定非営利活動法人文化財保
存ネットワーク

トクテイヒエイリカツドウホウジンブ
ンカザイホゾンネットワーク

松岡　吉文
福岡市中央区天神四丁目８
番２５号

福岡市中央区
熊本県上益城郡益城町木山
３６１－１

この法人は、文化財の保存、修復方法
を考案、設計する活動などを通じ、全て
の生活する人々にとってより良い環境
の保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．国際協力の活動
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．文化財の保存、修復方法を考案、設計
し、保存修復をおこない、周辺地域を整備す
る事業
２．文化財の周辺を、本来の自然環境に戻し
ていく事業
３．自然界での危機回避能力の向上を図るた
めの、現地散策を兼ねた講習会の開催をお
こなう事業
４．地域住民とともに河川を回り、すべての生
活する人々が安全である環境を普及していく
事業
５．遺跡保存に関する技術を、海外にも要望
があれば支援する事業 
６．全各号に掲げる活動を行う団体の運営又

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2004/2/23 2004/5/24 2004/6/8 3月31日 認証済み

7 特定非営利活動法人ISAPH
トクテイヒエイリカツドウホウジンア
イサップ

小早川　隆敏
福岡市東区多の津四丁目５
番１３号

福岡市東区 東京都港区新橋３－５－２

この法人は、開発途上国における保
健・医療分野の国際協力、それを担う
人材の育成その他の事業を行うことに
より開発途上国における保健・医療分
野の水準の向上を図り、もって我が国
の草の根レベルを含む国際協力活動
の推進及び国益の増進に寄与すること
とともに、わが国の住民に対して健康に
関する意識啓発を図りつつ、保健・医
療・福祉従事者の研修、保健・医療・福
祉関連データの収集・分析・活用その
他の事業を行うことにより住民にとって
必要な地域の保健・医療・福祉サービ
スの質及び量の適切な確保を図り、
もって住民の健康の維持増進その他の

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．環境の保全を図る活動
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．保健・医療分野の国際協力事業
２．健康増進に関する住民啓発事業
３．医師・看護師その他の保健・医療・福祉従
事者の研修事業
４．保健・医療・福祉関連データの収集・分
析・活用事業
５．保健・医療・福祉機関におけるサービスの
質の向上に関する調査・分析・提案事業
６．保健・医療・福祉関連分野の新事業・新
サービスの創造のための調査・研究事業

１．医師・看護師その他の保健・
医療・福祉従事者の人材紹介事
業
２．医療材料共同購入・関連サー
ビス共同委託事業

○ ○ ○ 2004/3/19 2004/6/18 2004/7/1 3月31日 認証済み

8
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

9
特定非営利活動法人全国街道
交流会議

トクテイヒエイリカツドウホウジンゼ
ンコクカイドウコウリュウカイギ

藤本　貴也
福岡市早良区室見1丁目10
番12号

福岡市早良区

静岡県静岡市葵区紺屋町１５
番４号
東京都中央区日本橋室町一
丁目４番１号
大阪府大阪市北区中之島五
丁目３番５１号

この法人は、街道を活かした地域づく
り・まちづくり、街道を活かした地域連
携、そのほか街道に関する諸活動に取
り組む団体及び個人等に対して、地域
やセクターを越えた広域的な活動を支
援するため、交流、連携、調査、研究、
提言、情報提供などに関する事業を行
い、以って、豊かで、美しく、多様性に
富む地域社会づくり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．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．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．街道を活かした地域づくり・まちづくりを推
進する全国大会等の開催と運営に関する事
業
２．街道を活かした地域づくりなどの支援に関
する事業
３．街道を活かした地域づくりの調査、研究、
提言、情報提供などに関する事業
４．その他目的を達成するために必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2005/11/11 2006/2/28 2006/3/23 3月31日 認証済み

10
特定非営利活動法人タウン・コ
ンパス

トクテイヒエイリカツドウホウジンタ
ウン・コンパス

井上　信昭 宗像市朝町１２８１番地 宗像市

この法人は、まちづくりや環境保全の分
野について、行政やその他の団体と市
民・地域との連携を支援し、まちづくり
の推進や地域の活性化に寄与すること
を目的とする。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．環境の保全を図る活動 
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．まちづくり支援事業
　１）住みよいまちづくり、市街地活性化等に
係る助言、提案、研究等
　２）質の高い住まい造り、欠陥住宅問題等
に係る助言、調査、鑑定及び対策実施の調
整等
　３）行政施策の評価、効率化等に係る助
言、提案、研究等
２．環境保全支援事業
　１）ごみ問題・リサイクル、エネルギー問題
等の都市環境に係る助言、提案、研究等
　２）水環境保全に係る助言、提案、研究等
３．以上の活動を行う他の団体の運営または
活動に関する連携、助言、支援の活動
　１）各団体の連携の支援（シンポジウム開催

○ ○ ○ 2001/5/14 2006/3/16 2001/10/2 6月30日 認証済み

11
特定非営利活動法人文化施設
支援機構

トクテイヒエイリカツドウホウジンブ
ンカシセツシエンキコウ

松延　洋一
福岡市西区橋本２丁目１６番
１１号

福岡市西区
熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字
河陽4100番地

この法人は、文化施設の運営管理や安
全管理に関する専門的な知識と経験を
有する会員相互の活動により、文化施
設やそれらを管理する自治体や財団法
人には運営管理、安全管理を支援し、
その施設を利用する市民や文化団体
には文化芸術の企画や運営等を支援
することで、文化芸術の振興に寄与す

１．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
２．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．文化施設の管理運営事業
２．文化芸術の振興を図る事業 
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．物品等の販売事業 ○ ○ 2004/5/24 2006/5/30 2004/9/30 3月31日 認証済み

12
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

13
特定非営利活動法人世界環境
協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンセ
カイカンキョウキョウカイ

服部　輝和
福岡市博多区月隈二丁目１
７番１６号

福岡市博多区

東京都千代田区紀尾井町３
番２９号
長崎県長崎市今博多町４０番
地
¦中国北京市和平里東土城路
甲３号
中国天津市経済技術開発区
第三大街

この法人は、世界の人々に対して、安
心して暮らすことのできる国境を越えた
環境づくりのための行政・企業・市民の
国際的ネットワークを構築し、環境保全
事業並びに再生資源の活用による資
源保護事業を行い、地球温暖化問題の
解決を図り、広く国際社会に寄与するこ
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．国際協力の活動
５．科学技術の振興を図る活動 
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．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．環境保全並びに資源保護に関する啓発・
教育・実践事業
２．地球温暖化防止のための行政・企業・市
民の国際的ネットワーク構築事業
３．循環型社会構築のためのリサイクル・リ
ユース・リデュース事業 
４．土壌改良材や有機肥料等の再生資源商
品の研究開発事業
５．海洋資源、飼料、肥料の研究開発事業
６．クリーンエネルギーの研究開発事業
７．農業・林業・漁業・畜産業に関する人材育
成及び実践事業
８．上記に関する国際的な研修と教育事業

１．環境リサイクル商品等の検査
と品質保証事業。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2006/11/14 2007/2/5 2007/2/13 3月31日 認証済み

14
特定非営利活動法人環境技術
国際協力センター

トクテイヒエイリカツドウホウジンカ
ンキョウギジュツコクサイキョウリョ
クセンター

金田　資郎
福岡市中央区今泉２丁目４
番３１－６０４号

福岡市中央区
佐賀県佐賀市嘉瀬町大字扇
町２６１７番地７

本法人は、環境・緑化研究者、技術者
を一同に会し、都市の中に緑を増やし、
守り、市民が身近な自然に親しみなが
ら豊かな暮らしが営めることのできるよ
う、環境・緑化技術の普及に努めること
を提唱する。快適な環境を保持するた
めに、適正な廃棄物処理、水や大気の
浄化のための技術開発・研究を行い、
環境保全技術の普及に努める。日本庭
園の文化性を広く伝承をするため、日
本庭園伝承交流基金を創設し、技術者
の育成を行う。海外においては､乾燥地
の植林や緑化技術支援､廃棄物処理な
どの環境技術支援、海外の日本庭園
の維持管理技術専門家を派遣、国際
交流に貢献する。また、緑化・造園に関
する技術研修会・講習会等の事業、環
境教育に関するプログラム立案･研修
会・講演会の実施など種々の事業を行
うことで、豊かな緑の創出、環境保全、
日本の造園文化を国内外に対して普及

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．国際協力の活動
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．公園緑地・街路・河川・海岸等の緑化推進
事業
２．乾燥地帯への植林、緑化技術の国際交
流事業
３．日本庭園維持管理技術支援事業
４．廃棄物処理、水・大気浄化技術の普及事
業
５．緑化・造園に関する技術研修会・講習会
等の事業
６．環境教育に関するプログラム立案・研修
会・講演会等の事業
７．１から６までの事業に関わる情報の収集・
提供や活動の支援事業
８．１から６までの事業に関わる人材の育成
事業
９．１から６までの事業に関わる調査、研究及
び提言事業

１．出版物等の物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ 2006/12/4 2007/3/2 2007/3/15 6月30日 認証済み

15
特定非営利活動法人すずらん
会

トクテイヒエイリカツドウホウジンス
ズランカイ

福田　昭夫 飯塚市大字徳前６２番地の１ 飯塚市
山口県下関市彦島江の浦町
二丁目１番２３号

この法人は、広く一般市民に対し、「食」
の大切さを伝える事業を行い、地域・世
代間の交流を活性化させ地域住民の
公益の増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．農山漁村又は中山間地域の振興を
図る活動
４．環境の保全を図る活動
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．「食」の大切さを伝える活動 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2006/12/15 2007/3/2 2007/3/7 10月31日 認証済み



16
特定非営利活動法人エコイク
ル九州

トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
コイクルキュウシュウ

原田　敦彦
福岡市博多区井相田１丁目
１０番４号

福岡市博多区
沖縄県沖縄市宮里３丁目１４
番１２号

この法人は、自然環境の保護活動を通
じ、自然の大切さを訴え、かつ、自然保
護の理念に基づいた子どもたちの教育
活動を推進するとともに、地元の自然
環境を生かした地域振興に貢献するた
めの活動を行い、自然と共生する社会
を創ることを目的とする。

１．環境の保全を図る活動
２．子どもの健全育成を図る活動
３．まちづくりの推進を図る活動 
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．自然環境保護に係る活動に対する指導
並びに支援事業
２．自然環境保護に対する啓蒙活動事業
３．自然環境に接する上での安全の確保及
び指導事業
４．自然環境保護に係る実態調査、研究等事
業
５．河川、湖沼、海域及び自然環境保護によ
る水質浄化に関する事業 
６．自然環境を生かした地域振興に関する事
業
７．自然保護の理念に基づく子どもの教育事

１．食品・雑貨等の販売事業 ○ ○ ○ ○ 2008/1/25 2008/4/10 2008/4/25 12月31日 認証済み

17
特定非営利活動法人予防医療
推進協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンヨ
ボウイリョウスイシンキョウカイ

佐々木　さゆり
福岡市東区香椎駅東３丁目
２３－１１

福岡市東区

神奈川県大和市中央５丁目８
番１５号
長崎県諫早市八天町４番１２
号
静岡県静岡市葵区本通三丁
目12番
鹿児島県薩摩郡さつま町虎

この法人は、高齢者が健康でハツラツ
した人生が送れるように、健康情報・病
気予防情報の提供、又はそれに関する
セミナーの開催等を通して福祉の向上
を図り、社会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．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．福祉施設等に訪問してのイベント・交流会
の企画・開催に関する事業 
２．障害者・高齢者の福祉の増進を目的とし
たイベントの企画・開催に関する事業

○ ○ 2008/11/6 2008/1/7 3月31日 認証済み

18 特定非営利活動法人ＥＬＨ
トクテイヒエイリカツドウホウジン
イーエルエイチ

山田　隆
うきは市吉井町千年６８番地
１号

うきは市
神奈川県藤沢市亀井野１丁
目３１番６号

この法人は、広く一般市民を対象とし、
特にアトピー性皮膚炎疾患者並びにそ
の家族等に対して、アトピー性皮膚炎
に関する情報の収集、検証、提供に関
する事業を行い、これら患者の健康増
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．環境の保全を図る活動
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．アトピー性皮膚炎に関わる情報のデータ
ベース構築及びその活用事業
２．アトピー性皮膚炎疾患者の心身のケア及
び社会復帰を支援する事業
３．交流会、講演会、展示会等のイベントを開
催する事業
４．アトピー性皮膚炎症状改善のための補助
商品の検証・紹介及び推薦事業
５．環境がアトピー性皮膚炎に与える影響を
調査・研究し、環境保全・改善を進める事業

１．翻訳及び出版事業
２．広告及びデザイン事業
３．アトピー性皮膚炎対策補助商
品開発のコンサルティング事業
４．旅行に関するコンサルティン
グ事業

○ ○ ○ 2009/6/5 2009/9/15 2009/9/29 9月30日 認証済み

19
特定非営利活動法人エコロジ
カル・アクティビティ協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
コロジカル・アクティビティキョウカ
イ

前田　淳
那珂川市王塚台一丁目１３
番地

那珂川市
広島県広島市安佐北区倉掛
二丁目４９番３号

この法人は、エコロジカル・スポーツを
基本とする、エコロジカルな活動（アク
ティビティ）を創造し、豊かな生活基盤
を築く力を持つ活動を多く創り出し、市
民から生まれた力を広く社会にアピー
ルしていくとともに、学術、文化、芸術ま
たはスポーツに関する活動を核とする
ＮＰＯ活動の基盤整備、社会的ポジショ
ンの確立、政策提言を行い、市民生活
の活性化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．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．エコロジカル・アクティビティに関連する
フォーラム事業
２．エコロジカル・アクティビティに関連する支
援者認定事業
３．エコロジカル・アクティビティに関連する
ワークショップ事業
４．エコロジカル・アクティビティに関連する情
報収集・発信・調査研究事業
５．エコロジカル・アクティビティに関連する
コーディネート事業
６．エコロジカル・アクティビティに関連する出
版物・ソフトウエア等による普及事業 
７．その他、目的を達成するために必要な事
業を行う。 

１．エコロジカル・アクティビティ用
具の開発・製造及び販売
２．エコロジカル・アクティビティ用
具の輸入及び販売

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2009/10/9 2010/1/12 2010/1/19 3月31日 認証済み

20
特定非営利活動法人育てよう
未来のオリンピックメダリスト

トクテイヒエイリカツドウホウジンソ
ダテヨウミライノオリンピックメダリ
スト

岩井　正二郎
久留米市山川神代１丁目８
番１７号

久留米市
大分県別府市大字鶴見３２３
番地の１８

この法人は、次世代の日本を担ってい
くであろう子供達に、スポーツを通じて
心身ともにすばらしい人間に育ってほし
いと願いを込め、子供達をはじめ一般
市民に対して、スポーツ全般の普及な
らびに発展、及び環境問題を含め、ス
ポーツに関連したさまざまな問題を解
決する事業を行うことにより、広く社会
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．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．国際協力の活動
９．子どもの健全育成を図る活動
１０．科学技術の振興を図る活動
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．スポーツ全般の普及事業
２．スポーツを取り入れたまちづくり事業 
３．スポーツ及び環境に関連した問題点解決
事業
４．企業や団体等への提言や援助の活動事
業
５．職業能力の開発を推進する事業

１．物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2010/5/14 2010/8/12 2010/8/23 5月31日 認証済み

21
特定非営利活動法人地域活性
化サポートセンター

トクテイヒエイリカツドウホウジンチ
イキカッセイカサポートセンター

坂本　英司
福岡市中央区大名二丁目１
０番３８号

福岡市中央区

東京都品川区大崎三丁目６
番２１号
愛知県名古屋市熱田太宝三
丁目５番２２号

この法人は、活力を失い、多くの課題を
抱える地域社会の住民に対し、行政、
企業そして住民たちと相互に連携を取
り合いながら、情報の発信、企画の提
案など、地域社会活性化を支援する事
業を多角的に行い、生き生きと生活の
できる地域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．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．国際協力の活動
５．子どもの健全育成を図る活動
６．情報化社会の発展を図る活動
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．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．地域活性化支援事業
２．福祉活動支援事業
３．情報化支援事業
４．地域活性化のための情報収集及び情報
提供事業
５．上記①～④の事業に関する調査研究事
業
６．その他、本法人の目的を達成するために
必要とする事業

１．研修事業
２．出版事業
３．その他の物品販売事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2011/5/25 2011/8/15 2011/8/26 6月30日 認証済み

22
特定非営利活動法人高齢者快
適生活つくり研究会

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ウレイシャカイテキセイカツツクリ
ケンキュウカイ

吉永　美佐子 久留米市日吉町１１５ 久留米市

この法人は、主に高齢者やその家族に
対して、在宅介護環境の改善や 日常
生活を快適に過ごしていくための情報
の発信と収集を行い、介護用 品をはじ
めとする日常生活用品を販売し、豊か
で充実した社会づくりに 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．以上の活動を行う団体の運営又は
活動に関する連絡､助言又は援助の活
動

１．高齢者及びその介護者に対して、在宅介
護環境改善のための情報提供
２．介護用品の情報提供及び販売
３．各種商品開発のコーディネート事業
４．特定非営利活動法人や市民活動団体の
情報ネットワーク事業

○ ○ 1999/5/10 1999/9/29 1999/10/8 3月31日 認証済み

23
特定非営利活動法人西日本環
境ネットワーク

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
シニホンカンキョウネットワーク

文川　愛 糸島市二丈福井2706番地 糸島市
福岡市西区今宿駅前1丁目16
番4－602号

　本法人は、一般市民、法人及びその
他の団体、自治体等に対して、環境保
全、農地保全に関する各種情報の収集
及び提供、技術開発及び公開、各種環
境教室の実施等に関する事業を行い、
環境の保全及び農地の保全に寄与す
る。市民が自然に親しみながら豊かな
暮らしが営めることのできるよう、環境
技術、農業技術を生かしたまちづくりを
企画・立案する。 
　また、環境教育、地域づくり教育に関
するプログラム立案・研修会・講演会の
実施など種々の事業を行うことで、大
気、水、農地の保全、豊かな緑の創出
などを普及させることを目的とします。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．環境保全を図る活動 
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．環境保全、農地保全に関する情報の収集
及び提供に関する事業
２．環境保全、農地保全に関する技術の開発
及び公開に関する事業
３．環境保全、農地保全に関する教育の実施
に関する事業 
４．環境保全、農地保全に関する計画の策定
に関する事業 
５．まちづくり、地域づくりに関する企画・立案
及び実施に関する事業
６．（１）から（５）までの事業に関わる情報の
収集・提供や活動の支援事業
７．（１）から（５）までの事業に関わる人材の
育成事業
８．（１）から（５）までの事業に関わる調査・研
究及び提言事業、環境教育、農業教育に関
するプログラム立案・研修会・講習会等の事

○ ○ ○ 2000/2/7 2000/5/18 2000/6/2 3月31日 認証済み

24
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

25
特定非営利活動法人高齢者
グッドケアサポートセンター

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ウレイシャグッドケアサポートセン
ター

久芳　惠子
大牟田市城町２丁目５１番地
４

大牟田市

この法人は、高齢者・障害者・求職者等
の健康と自立した生活の支援を図ると
ともに、 地域の相互扶助機能の活性化
の促進を目指して、高齢者・障害者・求
職者等に対して、介護保険、その他に
関する事業等を行い、豊かで活力のあ
る社会の構築、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．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
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．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）
２．介護保険に関する事業 
  　・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
　　・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
　　・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
　　・介護保険法に基づく居宅介護支援事業
３．介護予防・日常生活支援総合事業
４．地域生活支援（移動支援・日中一時支援）
事業
５．障害者総合的支援法に基づく指定障害福
祉サービス事業 
６．高齢者・障害者等並びにその家族に対す
る、保険・医療・福祉に関する講座、講演会
の開催
７．一般乗用旅客自動車運送事業（福祉輸送
事業限定）
８．高齢者・障害者・求職者・特定求職者等に

○ ○ ○ 2000/5/29 2000/9/14 2000/9/21 3月31日 認証済み

26
特定非営利活動法人福岡青少
年支援センター

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クオカセイショウネンシエンセン
ター

久野　哲也 福津市内殿1472番地 福津市

この法人は、不登校や引きこもり等の
悩みを持つ青少年やその保護者 、更
にはその関係機関に対して、日常的に
相談窓口を開放し、青少年の課題と向
き合って日々活動している団体や個人
と有機的な連携をとることにより、より
的確で迅速な課題解決への機会を提
供するとともに、予防的な諸活動及び
人材育成活動等を通じて社会全体の
利益の増進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．子どもの健全育成を図る活動
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．青少年の不登校・引きこもり等に関する相
談窓口及び関係機関の紹介
２．予防的観点からの研修・学習会などの実
施及び専門家・ボランティアなどの人材育成
３．青少年の課題に取り組む専門的各種団
体や個人との連絡・交流・サポート

○ ○ ○ 2000/9/27 2001/1/25 2001/2/1 3月31日 認証済み

27 特定非営利活動法人夢つむぎ
トクテイヒエイリカツドウホウジンユ
メツムギ

高田　猛
北九州市小倉北区黄金２丁
目４番８号

北九州市小倉北区
福岡市中央区天神2丁目14番
8号
行橋市大字中津熊３６９番地

この法人は、社会就労を願う障害者に
対して、就労支援に関する事業 を行
い、差別のない地域社会づくりに寄与
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．環境の保全を図る活動 
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．障害者に対する就労支援に関する事業
２．障害者による文化、芸術作品の普及に関
する事業
３．障害者を持つ親に対するピア・カウンセリ
ング事業及びカウンセラーの育成に関する事
業
４．社会福祉施設での生産品の紹介に関す
る事業
５．環境保全問題（ダイオキシン・ごみ処理）
教育に関する事業 
６．ボランティア及び社会福祉団体への支援
に関する事業 
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

○ ○ ○ 2001/4/26 2001/8/16 2001/8/27 3月31日 認証済み

28
特定非営利活動法人チャイル
ドケアセンター

トクテイヒエイリカツドウホウジン
チャイルドケアセンター

大谷　清美
大野城市白木原一丁目１４
番地２２号

大野城市

この法人は、「子どもを真ん中に、地域
で育て、育ちあう」事業を核に、幅広い
世代の多様な社会参加・交流の機会を
つくることを通じて、子育てに関わる人
の精神的、経済的な安定と子ども達の
生きる力を育み、豊かな人間関係が形
成される地域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）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）情報化社会の発展を図る活動 
（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）前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活動
２．子どもの健全育成に関する事業
３．多世代の交流・居場所づくりに関する事業 
４．能力開発、起業・就労支援等のキャリア形
成に関する事業 
５．有料職業紹介事業及び労働者派遣に関
する事業
６．子育て及びキャリア形成に関する情報の
収集提供に関する事業 
７．公の施設の管理に関する事業
８．その他第３条の目的を達成するために必
要な事業

１．物品販売事業
２．物品貸付事業
３．各種イベント開催事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2001/8/10 2001/11/22 2001/12/4 3月31日 認証済み 認定 絶対値基準 2020/7/1 2025/6/30

29 特定非営利活動法人エコけん
トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
コケン

清水　佳香 古賀市天神1丁目19番21号 古賀市

この法人は、持続可能な社会の実現を
願い、地域を中心とした不特定多数の
ものに対して、ひとりひとりが自分の生
活、ひいては社会を、必要な形態に変
化させていく主体となるための、きっか
けの提供及びその継続を支援する事
業を行い、地球環境及び地域社会の暮
らしの質的向上に寄与することを目的と
する。

１．環境の保全を図る活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．前各号に挙げる活動を行う団体の
運営または活動に関する活動、助言、
または援助の活動

１．持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の
普及及び推進に関する事業 
２．環境政策提言に関する事業
３．社会貢献活動の普及及び支援に関する
事業
４．１～３の関連の調査・研究事業
５．１～４関連の情報の収集及び提供に関す
る事業
６．その他、この法人の目的を達成するため

○ ○ ○ 2001/8/27 2001/12/10 2001/12/17 3月31日 認証済み

30
特定非営利活動法人福祉でま
ちがよみがえる会

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クシデマチガヨミガエルカイ

平田　聖子
大牟田市築町2番地9､2番地
10

大牟田市

この法人は、協力ボランティア及び会員
間の相互協力と連帯のもと、関係機関・
団体との連携を図りながら、大牟田市
民に対してまちづくりに関する交流啓発
事業、福祉活動を目的とした地域通貨
やタウンモビリティに関する事業及び在
宅介護支援活動などを取組むことによ
り、地域社会の親睦を深め、もって、ま
ちづくりと地域福祉の向上に寄与するこ

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．特定非営利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．市民活動団体への支援事業
２．地域福祉及びまちづくりに関する交流啓
発事業
３．障害者支援を目的としたタウンモビリティ
に関する事業 
４．福祉活動を目的とした地域通貨に関する
事業
５．介護保険法に基づく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

○ ○ ○ 2001/8/30 2001/12/10 2001/12/19 3月31日 認証済み

31
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

32
特定非営利活動法人くるめ水
の祭典ガマダス

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
ルメミズノサイテンガマダス

福田　有史 久留米市城南町15番地5 久留米市

この法人は、広く一般市民に対して、く
るめ水の祭典などの祭りやイベント等
の事業を行い、或いはそれらの事業を
支援し、まちづくりの推進や地域の活性
化に寄与すること、及び子どもたちに対
しては、地域の文化の継承を促し、そ
の発展を促進する活動を行い、二十一
世紀の地域社会を担う人材の育成を通
して、子どもの健全育成に寄与する事
を目的とする。

１．まちづくりの推進を図る活動 
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．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．地域の活性化及び伝統文化の継承・発展
を促進するイベント等に携わる人材を育成す
る事業
２．地域の活性化及び伝統文化の継承・発展
を促進するイベントの開催及びそれらを支援
する事業
３．子どもの健全育成を図る団体を支援する
事業
４．文化、芸術の振興を図る団体を支援する
事業
５．まつりやイベント等に関する情報の発信と
収集及び地域のネットワークづくりのために

○ ○ ○ ○ 2002/9/25 2003/1/8 2003/1/20 3月31日 認証済み

33 ＮＰＯ法人ＦＬＧ
エヌピーオーホウジンエフエル
ジー

木村　靖子 宮若市宮田１５番地５ 宮若市

この法人は、市民に対して、文化の振
興に関する事業、まちづくりを推進する
ための人材の育成に関する事業などを
行い、各地域の歴史・文化を再認識・再
認証し、地元の人々との交流を通し、新
しい価値観による地域活性、地域発展
に貢献する新しいまちづくりに寄与する
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．文化、芸術又はスポーツの振興を
図る活動
４．国際協力の活動
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．文化の振興に関する事業（セミナー、講演
会の開催等）
２．まちづくりを推進するための人材の育成
に関する事業（セミナー、講演会の開催等）
３．まちづくりを推進するための異業種交流
事業（交流会、相談会の開催等）
４．国際交流に関する事業及び国際交流を
行う団体の支援事業

○ ○ ○ ○ ○ 2002/11/1 2003/1/23 2003/2/3 3月31日 認証済み



34
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

35 特定非営利活動法人I-DO
トクテイヒエイリカツドウホウジンア
イディオ

植木　和宏
北九州市小倉北区浅野二丁
目１４番２号

北九州市小倉北区
福岡市中央区天神二丁目３
番２４号

この法人は、自転車を都市の適正な公
共交通手段として位置づけ、利用促進
のためのあらゆるシステムの構築の中
で、タウンサイクルやタウンモビリティに
関する乗り物の共同利用のためのレン
タサイクル事業や、駐車場施設の運
営・管理及び駐車マネジメント、持続可
能な低炭素地域づくりなどを通して、ま
ちづくりの推進、環境の保全、高齢者等
の福祉の増進などに寄与する事を目的
とする。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．環境の保全を図る活動 
３．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
４．子供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､助言及び
資金的援助を図る活動

１．自転車利用促進による近距離交通の適
正な発達と中心市街地の活性化を図る事業
２．サイクル＆ライドなど自転車利用による公
共交通機関の利用増進を図る事業
３．自転車駐車場等、駐車場施設の整備促
進による放置自転車の追放を図る事業 
４．違法駐輪の監視及び巡回と放置自転車
の撤去による都市美化を図る事業 
５．自転車の共同利用により自転車の廃棄及
び不法投棄の削減を図る事業
６．放置自転車問題の早期解決のための提
言や啓発を図る事業 
７．自転車の安全運転講習等を通して交通事
項防止、モラルマナー向上のための啓発、交
流を行い、子供の健全育成を図る事業 
８．自動車から自転車への転換によるＣＯ2削
減による環境の保全を図る事業 
９．駐車マネジメントによる駐車マナーの向上
や、交通渋滞の緩和を図る事業 
１０．高齢者及び障害者の自立支援や外出
支援を推進し福祉の増進を図る事業 
１１．レンタル電動4輪カート等を利用するタウ
ンモビリティシステムの構築を図る事業 
１２．携帯電話による利用予約や街情報・観
光情報の提供などＩＴ技術などを利用したまつ
づくりを図る事業 
１３．再生可能エネルギーなどの活用による
低炭素地域づくりの推進を図る事業

１．自治体及び企業などからの調査及
び研究などの受託事業
２．公共遊休事業地の有効利用推進の
ための受託事業
３．物品販売事業

○ ○ ○ ○ ○ 2002/12/6 2003/3/27 2003/3/31 3月31日 認証済み

36
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

37
特定非営利活動法人田主丸カ
ル・スポクラブ

トクテイヒエイリカツドウホウジンタ
ヌシマルカル・スポクラブ

橋本　公輔
久留米市田主丸町常盤1215
番地の1

久留米市

この法人は、地域住民に対して、文化
及びスポーツの振興を図る為の事業を
行い、文化活動や生涯スポーツを通じ
て公益の増進に寄与することを目的と
する。

１．文化、芸術又はスポーツの振興を
図る活動
２．子供の健全育成に係る事業
３．前ニ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．文化及びスポーツの振興を図るための教
室及び交流大会等の開催
２．生涯スポーツに関する参加啓発・促進及
び情報発信
３．地域住民の健康・体力づくり及び中高齢
者の健康維持推進事業
４．体育施設の管理運営事業

１．大会冊子等に掲載する広告事業 ○ ○ ○ 2002/12/17 2003/3/27 2003/3/31 3月31日 認証済み

38
特定非営利活動法人子育てサ
ポートぽぴんず

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ソダテサポートポピンズ

藤本　史子
太宰府市石坂2丁目15番15
号

太宰府市

この法人は、子供を持つ家庭の育児支
援と子育ての中の家庭の肉体的及び
精神的負担を軽減しゆとりある子育て
を目指し、地域社会全体で子供の健全
育成を図ることを目的とする。

１．子どもの健全育成を図る活動
２．前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．託児サービス事業（個人託児、集団託児、
集団保育、ボランティア託児）
２．保育技術向上に関する研修会の開催事
業
３．育児に関する講習会の開催事業
４．育児支援グループとの交流会の開催事業
５．子育て支援に関する企業や行政機関等

１．フリーマーケットなどの参加に
よる物品販売事業

○ ○ 2003/2/24 2003/6/18 2003/7/3 3月31日 認証済み

39
特定非営利活動法人福岡ワン
ダーズスポーツクラブ

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クオカワンダーズスポーツクラブ

松田　孝幸

糸島市大字高田４丁目１８番
２４号有限会社スポーツコン
ディショニングプロモーショ
ン・ジン内

糸島市

この法人は、スポーツ文化の定着と繁
栄のため、さまざまなスポーツ活動に
関わる事業を実施することにより、広く
公益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．文化､芸術又はスポーツの振興を
図る活動
４．子どもの健全育成を図る活動
５．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．スポーツ教室の開催事業
２．スポーツ団体の支援事業（指導者の派
遣）
３．スポーツ指導者の交流事業
４．子供からお年寄りまでがスポーツに親し
むことができる環境の整備に関する事業

１．バザー等物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ 2003/4/21 2003/7/14 2003/7/22 3月31日 認証済み

40
特定非営利活動法人北部九州
ホスピスケアの会

トクテイヒエイリカツドウホウジンホ
クブキュウシュウホスピスケアノカ
イ

森口　順司 行橋市行事7丁目19番6号 行橋市 豊前市大字宇島102番地6

この法人は、ホスピス活動を通じて、人
生の終末を迎える人たちのケアに関す
る事業を行い、ひろく終末期の患者お
よび家族の心のケアに寄与することを
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．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．ホスピスに関する勉強会、研究会、シンポ
ジウム、講座などの開催事業
２．ホスピスケアに関する広報誌の発行事業
３．ホスピス音楽療法に関する事業
４．在宅ホスピス支援センターにおける相談・
情報提供事業
（地域の医療機関・福祉施設との連携・電話
相談）
５．医療機関の緩和病棟設立に関する支援
事業
６．地域の遺族の方達の社会復帰するため

１．バザー開催事業 ○ ○ ○ 2003/6/11 2003/9/11 2003/9/26 10月31日 認証済み

41 特定非営利活動法人よか隊
トクテイヒエイリカツドウホウジンヨ
カタイ

西田　尚美 筑紫野市紫六丁目１１番５号 筑紫野市

この法人は、情報通信技術や食育・農
業などを通じて、結びつきが薄くなって
いる市民と各種社会資源をつなぐ役割
を担うことにより、地域における循環型
社会の実現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　子どもの健全育成を図る活動 
３　環境の保全を図る活動 
４　情報化社会の発展を図る活動 
５　保健、医療又は福祉の増進を図る
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．地域における子どもと大人のネットワーク
構築
２．循環型社会と食育の推進を図る事業
３．情報通信技術の普及啓発事業
４．市民と各種地域資源とをつなぐコーディ
ネート事業
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（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
６．障害者総合支援法に基づく特定相談支援
事業及び児童福祉法に基づく障害児相談支
援事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2003/7/7 2003/10/27 2003/11/7 3月31日 認証済み

42
特定非営利活動法人自然農ア
グリコミュニティ

トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
ゼンノウアグリコミュニティ

岡部　喜義 大野城市筒井1丁目4番22号 大野城市

この法人は、一般市民に対して、休耕
地を活用した家庭菜園に関する事業及
び自然農法野菜の普及に関する事業
を行い、余暇の有効活用、健康的生活
を支援する事で広く社会に寄与する事
を目的とする。

１．保健の増進を図る活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．環境の保全を図る活動
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．休耕地を活用した家庭菜園の普及事業
２．自然農法野菜栽培の普及事業
３．栽培と収穫を体験させる事業 
４．自然農法の情報提供事業

１．自然農法野菜販売事業
２．宣伝広告事業

○ ○ ○ ○ ○ 2003/10/3 2004/1/22 2004/2/4 3月31日 認証済み

43
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

44
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

45 特定非営利活動法人コスモス
トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
スモス

幸田　敏治
糸島市波多江駅北一丁目４
番８号

糸島市

この法人は、自立を願う独居要援護者
や身体障害者に対して、生活支援に関
する事業を行い、安心して暮らせる地
域社会作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．前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．独居要援護者、身体障害者の安全を確認
するための声かけに関する事業 
２．独居要援護者、身体障害者、買い物不自
由者の買い物の支援に関する事業
３．ボランティア団体及び福祉団体への支援
に関する事業

○ ○ 2003/12/22 2004/4/16 2004/6/24 3月31日 認証済み

46
特定非営利活動法人大川未来
塾

トクテイヒエイリカツドウホウジンオ
オカワミライジュク

高橋　一精 大川市大字榎津325番地30 大川市

この法人は、大川市とその周辺の住民
に対して、主にまちづくりの推進を図る
活動に関する事業を行い、明るい豊か
な生活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．環境の保全を図る活動 
４．情報化社会の発展を図る活動 
５．経済活動の活性化を図る活動 
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．大川地域における福祉ボランティアの派
遣事業
２．大川地域における福祉に関する調査、研
究事業
３．大川地域における中心市街活性化を図る
事業
４．大川地域における歴史的町並みの調査、
研究事業
５．大川地域における地域特性を活かすモ
ニュメントの製作、設置事業
６．大川地域におけるクリーク環境、水質の
調査、研究事業
７．大川地域におけるパソコンサポート事業
８．大川地域におけるインテリア産業の新し
い製品・流通の開発事業
９．インテリアデザイナーの育成組織化に関
する調査、研究事業
１０．大川地域におけるまちづくり活動を行う
団体間のネットワーク支援事業

１．インテリア商品、物品の販売
事業
２．広告、宣伝事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2003/12/26 2004/4/26 2004/5/14 3月31日 認証済み

47
特定非営利活動法人にこにこ
プラットホーム

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
コニコプラットホーム

鹿毛　哲也 朝倉市馬田1118番地の1 朝倉市

この法人は、地域及び海外での福祉及
びまちづくり等に関する支援を必要とす
る個人又は団体に対し、各種サービス
の提供を行い、地域及び海外における
諸問題の発見及び解決を目指すうえで
行政、企業、市民が参画した地域経営
を行うプラットホームになることにより、
それぞれの責任を果たす市民社会の
実現と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．まちづくりの推進を図る活動 
３．農山漁村又は中山間地域の振興を
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．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．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．高齢者の生活支援に関する事業
２．障害者の生活支援に関する事業
３．地域福祉の向上を図る啓発に関する事業
４．地域農業支援に関する事業
５．農村地域振興の企画・調査・研究に関す
る事業
６．就農支援活動に関する事業
７．災害被害者・被災者支援活動に関する事
業
８．安心して暮らせるコミュニティの創出活動
に関する事業
９．防災ボランティアの組織に関する事業
１０．子育て支援に関する事業
１１．行政との協働によるまちづくり、及び人
材発掘、育成に関する事業
１２．介護保険法による訪問介護事業及び福
祉用具の販売貸与事業
１３．地域及び海外での生活困窮者に対する
就労支援等に関する事業
１４．３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の
啓発、推進に関する事業
１５．地域及び海外での福祉及びまちづくり等
に関する情報収集、提供事業
１６．地域及び海外での福祉及びまちづくり等
に関する講座、研修事業
１７．地域及び海外での福祉及びまちづくり等
に関する調査、研究事業
１８．地域及び海外での福祉及びまちづくり等
に関するネットワーク支援事業 
１９．地域及び海外での福祉及びまちづくり等
に関する働く場の立ち上げ支援事業 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2004/1/20 2004/5/19 2004/5/28 3月31日 認証済み

48 特定非営利活動法人ピーサス
トクテイヒエイリカツドウホウジン
ピーサス

中島　悟 飯塚市津島５６５番地１ 飯塚市

この法人は、年齢や障害の領域を越
え、子どもから高齢者まですべての
人々に対し、高密度かつ多機能な医療
型介護福祉サービスを提供すること
で、地域での健やかで自立した生活を
支援し、地域の活性化に貢献すること
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．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．消費者の保護を図る活動 
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．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
支援事業の受託
３．児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
４．児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
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特定相談
支援事業
７．介護保険法に基づく地域密着型通所介護
事業、介護予防通所介護事業及び第1号通
所事業
８．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
９．リハビリテーションの知識、技術を用いた
生活自立支援事業
１０．職業能力の開発による就労支援事業
１１．リハビリテーションの地域教育研修事業
１２、地域住民の相互扶助及びネットワークを
活性化させる事業

１．チャリティーバザー、その他物
品の販売の事業
２．共済事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2004/1/28 2004/5/27 2004/6/14 3月31日 認証済み



49
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

50
特定非営利活動法人サポネッ
トおごおり

トクテイヒエイリカツドウホウジンサ
ポネットオゴオリ

古賀　敏幸 小郡市二森1167番地1 小郡市

この法人は、障害者に対して、生活支
援に関する事業を行い、障害者の自立
と社会参加の促進及び福祉の充実に
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．前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．障害者の生活支援に係わる事業 
２．障害者への理解を深める為の啓発活動
に関する事業
３．障害者団体が行う上記１．２の活動の支
援事業

○ ○ 2004/5/27 2004/9/22 2004/10/4 3月31日 認証済み

51
特定非営利活動法人ＳＨＵＴＴ
ＬＥーＯＮＥ

トクテイヒエイリカツドウホウジン
シャトルワン

平野　一美 古賀市舞の里5丁目39番4号 古賀市

この法人は主に青少年に対してバドミ
ントンの普及に関する事業を行い、地
域に根ざしたスポーツ文化の振興及び
青少年の健全育成に寄与する事を目
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．子どもの健全育成を図る活動
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．バドミントンに関する情報提供事業 
２．バドミントン大会支援事業 
３．バドミントン指導事業

１．物品販売事業
２．広告事業

○ ○ ○ 2004/6/29 2004/10/19 2004/10/26 9月30日 認証済み

52
特定非営利活動法人新国際空
手古武道連盟

トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
ンコクサイカラテコブドウレンメイ

山本　芳正
鞍手郡鞍手町大字室木821
番地の4

鞍手町

この法人は、国内外の青少年に対し
て、武道精神に基づいた空手道等の普
及を行うとともに、地域交流や国際協力
活動を推進することにより、心身の錬磨
を図り、社会教育の推進や青少年の健
全育成に寄与する事を目的とする。

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．国際協力の活動
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．空手道大会の開催事業
２．空手道団体の交流促進事業
３．子供と高齢者との交流事業
４．発展途上国への物資等支援事業

○ ○ ○ ○ ○ 2004/7/12 2004/10/25 2004/11/1 3月31日 認証済み

53
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

54
特定非営利活動法人福岡健
康・スポーツ推進協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クオカケンコウ・スポーツスイシン
キョウカイ

桑野　建治
大野城市紫台2番8号スポー
ツクラブフェニックス内

大野城市

福岡市東区美和台7丁目4番4
号
北九州市小倉南区富士見1丁
目5番37号

この法人は、住民に対して、広く健康増
進に関する事業や各種スポーツの競技
力の向上のための指導・研究を行い、
地域住民の主体的な健康づくりに寄与
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．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．健康増進施設の運営事業
２．健康運動指導事業
３．各種スポーツの競技力向上に関する指
導・研究事業
４．メンタルヘルスの啓蒙事業
５．健康増進、疾病予防に関する研究事業
６．健康増進、疾病予防に関する相談事業
７．健康関連の情報提供事業
８．食生活に関する指導事業
９．健康を啓発する為の講演会、講習会の開
催や後援事業

１．健康に関する物品の販売事
業
２．健康に関するＩＴ関連商品の
開発

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2004/8/6 2004/12/1 2004/12/15 2月28日 認証済み

55
特定非営利活動法人マンショ
ン管理診断機構

トクテイヒエイリカツドウホウジンマ
ンションカンリシンダンキコウ

古賀　勘二
柳川市大字西浜武３２１番地
１

柳川市

この法人は、マンションの供給・管理・
運営に携わる者や市民に対し、相談会
やセミナーを開催し、マンション管理の
適正化のための助言・指導・援助・運営
補助等を行い、まちづくりの推進と住環
境の保全や改善を図り、広く公益に寄
与する事を目的とする。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．環境の保全を図る活動 
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．相談会、セミナー開催等による、マンショ
ン供給・管理・運営に関する助言、指導、援
助、運営補助事業

１．修繕工事・メンテナンス等に係
る斡旋・仲介事業

○ ○ ○ 2004/8/24 2004/12/15 2004/12/27 5月31日 認証済み

56 ＮＰＯ法人ライブリーワン
エヌピーオーホウジンライブリーワ
ン

許山　秀仁 古賀市天神1丁目8番28号 古賀市

この法人は、在宅で介護が必要な高齢
者その他支援を必要とする人々に対し
て、地域の方々と協力しながら、まごこ
ろのこもった居宅サービス・居宅介護支
援及び日常生活支援に関する事業、及
び保育を必要とする子どもに対して、保
育所の運営を行うことを通して、子ども
の健全育成を支援する事業を行い、こ
れらの方々の福祉の増進とすべての
人々が健やかに暮らせる地域社会づく
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．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．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サービス事業 
２．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
３．介護が必要な高齢者等の日常生活支援
事業
４．福祉・介護に係る相談事業
５．保育園の運営事業
６．育児に関する情報の提供、相談に関する
事業
７．上記１～６に必要な情報収集及び提供事
業

１．物品販売事業 ○ ○ ○ ○ 2004/8/25 2004/12/15 2004/12/27 4月30日 認証済み

57
特定非営利活動法人栄光ホス
ピスセンター

トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
イコウホスピスセンター

下稲葉　順一
糟屋郡志免町別府西三丁目
８番１５号

志免町

この法人は、終末期医療に関心を持つ
医療機関及び医療スタッフ並びに患
者・家族等に対して、ホスピス緩和ケア
に関する啓発事業等を行い、もって公
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．社会教育の推進を図る活動
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．ホスピス緩和ケア広報啓発事業
２．ホスピス相談・在宅ホスピスコーディネイト
事業
３．ホスピスボランティア育成事業

１．寄付金の募集及び管理に関
する事業

○ ○ ○ 2004/11/22 2005/3/16 2005/3/24 3月31日 認証済み

58 ＮＰＯ法人コラボむなかた
エヌピーオーホウジンコラボムナカ
タ

林　容子 福津市手光１７３７－２ 福津市

この法人は、宗像市を中心として、あら
ゆる文化芸術活動に対してそれを支援
し、市民主体の豊かな地域文化づくりを
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．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．あらゆる文化芸術活動の支援となる制作
全般に係わる事業
２．宗像市及びその近郊の文化施設の管理・
運営業務の受託に関する事業

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

59
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

60
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

61
特定非営利活動法人西日本動
物愛護協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
シニホンドウブツアイゴキョウカイ

田中　麻里 糸島市志摩吉田1233番地1 糸島市

この法人は、一般市民に対して、動物
愛護に関する啓発活動や動物の保護・
育成施設の管理運営、セラピードッグ
などによる高齢者福祉の増進に関する
事業を行うことで、動物と市民が共生し
ていける社会を構築すると共に、地域
住民の交流イベントを開催することで活
力あるまちづくりに寄与していくことを目

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．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．動物の保護・育成を行う施設の運営事業
２．高齢者に対するセラピードッグ派遣及び
育成事業
３．動物愛護の啓発事業
４．地域住民の交流イベントの企画・開催事
業
５．上記１～４に関する行政・各団体との協働
事業

１．動物の埋葬処理事業
２．飲食物や物品の販売事業
３．ペットホテルの経営事業

○ ○ ○ ○ 2005/5/6 2005/8/10 2005/8/19 8月31日 認証済み

62
特定非営利活動法人地域ネッ
トワークサポート福岡

トクテイヒエイリカツドウホウジンチ
イキネットワークサポートフクオカ

青山　英子 飯塚市堀池１２３番地７ 飯塚市

この法人は、主に文化施設・教育施設
の管理・運営、および関連する事業の
企画等を行い、社会教育の推進、学
術、文化、芸術の振興を図るとともに地
域の情報を発信しコミュニケーションが
円滑に行われるようサポートすることで
青少年の健全育成や地域の活性化に
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．子どもの健全育成を図る活動
３．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
４．情報化社会の発展を図る活動
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．文化施設・教育施設等の管理・運営事業
２．地域に根ざした社会教育推進のための企
画に関する事業
３．映像メディア、コンピュータ等を活用した地
域情報発信事業
４．文化施設・教育施設等におけるボランティ
アの育成・支援事業

１．物品販売事業
２．軽食・喫茶等の飲食サービス
事業

○ ○ ○ ○ ○ 2005/5/20 2005/9/15 2005/10/11 3月31日 認証済み

63
特定非営利活動法人嘉飯山
ネットＢＡＳＡＲＡ

トクテイヒエイリカツドウホウジンカ
ハンザンネットバサラ

丸野　陽一 飯塚市吉原町６番１号 飯塚市
嘉穂郡桂川町大字寿命１４３
番地の３

この法人は、障害者に対して地域で普
通に安心して暮らせる地域生活支援事
業を行い、障害者の福祉の増進に寄与
し、広く公益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．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地　域活動
支援センター事業
４．障害者の雇用促進等に関する法律に基
づく障害者就業・生活支援センター　事業 
５．障害者の就労の場の創出に関する事業 
６．障害者の社会復帰や日常生活支援を行う
団体に対する助言、提言及び支援　事業 
７．障害者虐待防止法に基づく障害者虐待防

１．バザー等物品販売事業
２．チャリティーイベント開催事業

○ ○ 2005/6/9 2005/9/15 2005/9/29 3月31日 認証済み

64 NPO法人こすみんず エヌピーオーホウジンコスミンズ 白井　義人 飯塚市伊川784番地1 飯塚市

この法人は、飯塚市民に対して環境保
全や地域経済の活性化に関するイベン
トや普及啓発活動を行うとともに、これ
らを行う団体の支援を行うことで、循環
型社会の推進や活力あるまちづくりに
寄与することを目的とする。

１．環境の保全を図る活動
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．経済活動の活性化を図る活動
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．環境保全や地域経済の活性化を行う団体
に対する支援事業
２．３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の
啓発、教育に係る事業 
３．環境保全や地域経済の活性化に関する
イベント及び実証テストの開催事業

○ ○ ○ ○ ○ 2005/7/6 2005/10/24 2005/11/4 3月31日 認証済み

65
特定非営利活動法人芸術の森
デザイン会議

トクテイヒエイリカツドウホウジンゲ
イジュツノモリデザインカイギ

津留　誠一
八女郡広川町大字藤田９９９
番地２

広川町

この法人は、福岡県南部、特に矢部川
流域の八女地方において、国際的な交
流も視野に入れた芸術文化に関する事
業を行い、地域文化の発展に寄与する
ことを目的とする。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．文化、芸術の振興を図る活動
３．国際協力の活動
４．子どもの健全育成を図る活動
５．経済活動の活性化を図る活動
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．芸術祭、展覧会等イベント開催事業
２．地域住民やこの地域を訪れる児童、生
徒、学生、女性、高齢者等の芸術活動支援
事業
３．次世代を担う芸術家、工芸家等の人材育
成事業
４．芸術・文化活動に携わる団体を結びつけ
るネットワークづくりに関する事業 
５，地域文化、芸術に関する調査研究及びコ
ンサルタント事業 
６．上記１～５に係わる情報提供及び政策提

１．オリジナルグッズ等の企画開
発販売事業
２．チャリティー事業（コンサート
等）
３．宣伝広告事業
４．イベント開催時等の飲食物販
売事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2005/7/29 2005/11/24 2005/12/21 3月31日 認証済み

66
特定非営利活動法人太宰府ボ
ランティアネットワーク

トクテイヒエイリカツドウホウジンダ
ザイフボランティアネットワーク

松澤　秀樹
太宰府市国分５丁目１３番２
８号

太宰府市

この法人は、太宰府市近郊の高齢者、
障害者などに対し日常生活支援、健康
づくりとパソコン指導を行うとともに、近
郊の市民には、地域文化の資源（資
産）の活用に関する企画及びイベントを
開催する。また、ＮＰＯ・ボランティアの
運営全般に関する支援（助言、事務代
行など）と支援を行う施設運営を受託
し、第４条各号に掲げる活動を目的とす
る公共施設の運営受託を図り、市民公
益活動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．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
３．情報化社会の発展を図る活動 
４．特定非営利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、障害者などの日常生活支援事業
２．高齢者、障害者などの健康づくり講座に
関する事業
３．高齢者のパソコン指導に関する事業 
４．地域の文化資源（資産）の活用に関する
企画及びイベント開催に関する事業
５．ＮＰＯ・ボランティアに対する運営全般に関
する支援事業（助言、事務代行など）
６．ＮＰＯ・ボランティアの支援を行う施設運営
受託事業
７．前条各号に掲げる活動を目的とする公共
施設の運営受託事業

物品の販売に関する事業 ○ ○ ○ ○ 2005/8/30 2005/12/19 2005/12/26 3月31日 認証済み

67
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

68 特定非営利活動法人劇団道化
トクテイヒエイリカツドウホウジンゲ
キダンドウケ

西村　健治
太宰府市朱雀３丁目２－１６
It's二日市２０６号

太宰府市

この法人は、地域に根ざしつつ全ての
人々に演劇の楽しさ及び表現活動の大
切さを伝えていくことに関することの事
業を行い、文化・芸術の振興、子どもの
健全育成に寄与することを目的とする。

１．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
２．子どもの健全育成を図る活動
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．演劇の公演事業
２．演劇の指導事業
３．演劇に関するワークショップ・講演会等の
開催事業
４．文化・芸術関連施設の管理、運営
５．文化・芸術関連イベントに関する助言及び
人的支援事業
６．上記１～５に関する調査、研究、情報提供
事業

テレビ・ラジオ等の番組への人材
派遣事業

○ ○ ○ 2005/10/7 2006/1/4 2006/1/27 3月31日 認証済み

69
特定非営利活動法人古賀市文
化協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ガシブンカキョウカイ

吉田　義徳 古賀市中央２丁目１３番１号 古賀市

この法人は、地域に生活するすべての
人々に対して、芸術祭や文化祭などの
文化事業開催や出前講座等、多様な
文化サービスを提供する事業を行い、
地域における芸術文化の振興及び
人々が心豊かに暮らせるまちづくりに
寄与することを目的とする。

１．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
２．まちづくりの推進を図る活動 
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．市民参加型の芸術文化行事開催に係る
事業
２．文化・芸術活動を行う若い世代への後継
人材の育成事業
３．学校や施設、企業、地域団体への文化、
芸術の普及、啓発に係る出前講座事業
４．文化・芸術活動を行う行政や文化団体の
大会、後援等を支援する事業 
５．美術団体制作の芸術品の公開、頒布を通
じて芸術文化意識の向上を図る事業
６．上記事業に係る出版広告事業
７．文化の振興を図るために文化施設の管

パンフレット等への広告受注事業 ○ ○ ○ 2005/10/14 2006/1/13 2006/2/7 3月31日 認証済み



70
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

71 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

72
特定非営利活動法人鯰田フッ
トボールクラブ

トクテイヒエイリカツドウホウジンナ
マズタフットボールクラブ

花村　崇
飯塚市大字鯰田５５３番地の
７

飯塚市

この法人は、飯塚市を中心とする地域
の青少年および地域住民に対して、
サッカーをはじめとするスポーツ振興の
事業を行うことで、心身の健康の促進と
生涯スポーツ社会の実現に寄与するこ
とを目的とする。

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．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
４．社会教育の推進をはかる活動 
５．文化、芸術又はスポーツの振興を
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．選手の育成、競技力の向上についての支
援
２．各種スポーツイベントならびに交流会の
開催
３．スポーツ指導者の養成、派遣
４．スポーツ振興を図る団体との連携活動
５．スポーツ施設の運営および保全、美化活
動
６．地域スポーツ情報の提供
７．前各号のほか、この法人の目的を達成す

１．物品の販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2005/12/16 2006/3/16 2006/4/6 3月31日 認証済み

73
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

74
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

75
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

76
特定非営利活動法人くるめ地
域支援センター

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
ルメチイキシエンセンター

柴田　元 久留米市東町３２番地２ 久留米市

久留米市東町３２番地２
久留米市山本町豊田１４９９
番地２１
久留米市三潴町玉満２７７９
番地１
久留米市北野町中３２５３番
地
久留米市田主丸町田主丸４５

この法人は、介護保険法第１１５条の４
６第１項に規定する地域包括支援セン
ターを設置し、地域住民の心身の健康
の保持及び生活の安定のために必要
な援助を行い、地域住民の保健医療の
向上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．まちづくりの推進を図る活動 
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．介護保険法に定める地域支援事業の受
託
２．介護保険法に定める介護予防支援事業

○ ○ ○ 2006/1/17 2006/3/27 2006/3/27 3月31日 認証済み

77 特定非営利活動法人ゆづるは
トクテイヒエイリカツドウホウジンユ
ヅルハ

松尾　敦子
大野城市御笠川５丁目６番５
号

大野城市

この法人は、障害を有するものとその
家族に対して、安心して生活できるよう
になるための、就労支援・就労の場の
提供、余暇支援に関する事業を行い、
生活年齢に見合った生活の自立及び
安定、経済的・精神的向上、そして支援
を必要とするものとその家族への生活
の自己選択の幅を広げられるような地
域福祉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．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．障害を有する方のための作業所運営事
業
２．障害を有する方と地域住民との交流イベ
ント開催及び参加支援事業
３．障害を有する方の福祉向上に関する情報
提供及び普及啓発事業
４．近隣の作業所との協働及び連携事業
５．障害を有する方の余暇活動の企画・推進
事業
６．障害児・者福祉に携わる人材の育成及び
調査研究事業
７．障害者の就労支援事業
８．障害者総合支援法に基づく障害福祉サー

○ ○ ○ ○ 2006/2/3 2006/5/23 2006/6/7 3月31日 認証済み

78
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

79
特定非営利活動法人久留米地
球市民ボランティアの会

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
ルメチキュウシミンボランティアノ
カイ

野嶋　さよえ
久留米市宮ノ陣５丁目１２番
５８号

久留米市

この法人は、地球市民の一員として、
未来を担う子どもたちを含め広く市民に
対して、地球規模の課題解決のため
に、国際協力及び環境保全等の地域
活動を通して、社会に貢献することを目
的とする。

１．国際協力の活動
２．子どもの健全育成を図る活動
３．環境の保全を図る活動
４．社会教育の推進を図る活動
５．特定非営利活動促進法（以下法と
いう）別表第１９号に掲げる活動

１．国際協力及び交流に関する企画運営事
業
２．子どものボランティア活動支援事業
３．環境保全に関する啓発事業 
４．地域でのボランティア育成事業
５．他のボランティア団体への支援事業

○ ○ ○ ○ ○ 2006/5/15 2006/8/29 2006/9/11 3月31日 認証済み

80
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

81
特定非営利活動法人八女グ
リーン・ヘルパー

トクテイヒエイリカツドウホウジンヤ
メグリーン・ヘルパー

津村　弘祐 八女市大字室岡９８４番地６ 八女市

この法人は、間伐された竹を大量に利
用できる「生竹肥料」（生の竹をすりつ
ぶして粉状にしたもの）その他の製品を
開発し、活用することで、対価のある労
働を創出、さらに竹肥料を利用した地
元農産物のブランド化などの積極的な
活動により、荒廃竹林の整備伐採によ
る山林の保全、排出される竹の天然資
源としての有効活用を、地域と一体に
なって推進し、環境循環型社会を構築
し、環境保全、雇用の創出、地域経済
の活性化をはかることを目的とします。

（１）まちづくりの推進を図る活動 
（２）環境の保全を図る活動
（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）消費者の保護を図る活動
（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）環境美化（荒廃竹林の整備伐採による山
林問題等）保全に関する事業
（２）グリーンツーリズムに関する事業 
（３）地域活性化のためのイベント、セミナー
開催
　　１．商店街（空き店舗活用等）の活性化推
進のためのイベント、セミナー開催 
（４）インターネット利用による情報発信、ソフ
ト開発及び運用事業
（５）コミュニティビジネスに関する起業、運営
や会計に関する相談、実務支援事業
（６）第３条の目的を達成するために必要な指

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2006/6/2 2006/9/13 2006/10/4 6月30日 認証済み

82
特定非営利活動法人ＮＰまね
じめんと支援室

トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
ヌピーマネジメントシエンシツ

内野　友昭 那珂川市大字西隈１７３番地 那珂川市

この法人は、特定非営利活動を行う団
体に対して、経済、法律、会計に関する
情報の普及啓発のための事業及び科
学技術に関する情報の提供のための
事業を行い、特定非営利活動を行う団
体の維持・発展に寄与することを目的と

１．情報化社会の発展を図る活動
２．科学技術の振興を図る活動
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．経済、法律、会計及び科学技術に関する
研修事業
２．経済、法律、会計及び科学技術に関する
講師派遣事業
３．経済、法律、会計及び科学技術に関する
情報提供事業

１．物品販売事業 ○ ○ ○ 2006/6/22 2006/9/28 2006/10/17 3月31日 認証済み

83
特定非営利活動法人水圏環境
研究所

トクテイヒエイリカツドウホウジンス
イケンカンキョウケンキュウショ

島谷　幸宏
太宰府市大字内山１０９８番
地１

太宰府市

この法人は、会員相互の協力により、
中立的立場で不特定多数の水圏環境
に関する教育、研究、事業を行うものに
対して、それらの活動の助成及び支援
の事業を行う。水圏環境の健全化など
を主体に寄与することを目的とする。

１．環境の保全を図る活動 
２．前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．水圏環境に関わる研究、実験施設の設
計、造成及び貸与事業
２．水圏環境に関わるデーターベースの構築
及び情報公開事業
３．水圏環境に関わる学会、シンポジューム、
研究会、講演会、イベントの開催若しくは開
催の支援事業
４．水圏環境に関わる活動の各主体間の
パートナーシップ形成の助成事業
５．水圏環境に関わる海外機関との連携活動
及び国内への連携情報提供事業
６．水圏環境に関わる指導者、研究者の育成
事業
７．水圏環境の改善装置、資材の設計、製
造、販売、改良、維持管理事業
８．水圏環境に関わる受託実験、調査事業 
９．水圏環境に関する啓発商品の企画、製
造、販売及びレンタル事業
１０．水圏環境に関する大学等の教育、研究
機関、NPO、起業及び個人の研究開発活動
の支援事業
１１．水圏環境に関する改善装置、資材及び
実験、調査機材のリサイクル事業
１２．水圏環境に関する文化、伝統技術の伝
承及び啓発事業
１３．前各号の事業を実施するために必要な
労働者派遣事業

○ ○ 2006/6/22 2006/9/28 2006/10/10 8月31日 認証済み

84
ＮＰＯ法人自動車盗難防止協
会

エヌピーオーホウジンジドウシャト
ウナンボウシキョウカイ

塚元　勝男
大野城市御笠川５丁目４番６
号

大野城市

この法人は、全国の自動車を利用する
人々に対して、自動車盗難に関する情
報提供・相談やセミナー等の活動を行
い、自動車の盗難に関してその実情の
報告により盗難防止を心がける地域に
なることを目指し、また公共・民間への
情報提供を行い、これらを通じより安心
した自動車生活に寄与することを目的

１．地域安全活動。 
２．前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．自動車盗難に関する情報提供事業
２．自動車盗難に関する相談事業 
３．自動車盗難に関する調査研究事業
４．自動車盗難に関するセミナー等の開催事
業
５．自動車盗難防止機器販売事業
６．前各号の事業を達成するために必要な事
業

○ ○ 2006/7/13 2006/10/24 2006/11/15 9月30日 認証済み



85
特定非営利活動法人日本善力
機構

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
ホンゼンリキキコウ

高野　ジョヂュウヂン
鞍手郡鞍手町大字中山２９９
７番地６３

鞍手町

この法人は、福岡県を中心に国内外の
人々に対して、学術、文化、芸術又は
スポーツのイベント事業、情報化社会
及び環境保全に関する啓発事業を行う
と共に、それらの活動の助成及び支援
の事業等を行うことで、国籍、性別に関
りなく個性と能力を発揮することができ
る社会をつくることを目的とする。

１．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
２．環境の保全を図る活動
３．国際協力の活動
４．情報化社会の発展を図る活動
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．学術、文化、芸術又はスポーツの講演
会、イベント開催事業
２．学術、文化、芸術又はスポーツによる教
育事業
３．文化、スポーツに関する指導者育成事業
４．文化、スポーツに関する施設の管理、運
営事業
５．国際協力に関する国内外機関との連携活
動及び情報提供事業
６．環境に関わる国内外機関との連携活動及
び情報提供事業
７．環境に関する廃材、機械、機材等のリサ
イクル事業
８．環境の保全に関する啓発商品の企画、製
造、販売事業
９．ＩＴの技術及び利用に関する啓発、普及事
業
１０．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
１１．第４条各号に関する活動を行う団体の
パートナーシップの形成の支援事業

１．街頭募金事業
２．物品販売事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2006/9/6 2006/12/18 2007/1/4 12月31日 認証済み

86
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

87
特定非営利活動法人２１世紀
世界健康環境ネットワーク

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
ジュウイチセイキセカイケンコウカ
ンキョウネットワーク

友永　厚子
大野城市曙町３丁目４番１２
号

大野城市

この法人は地球温暖化の影響等による
環境破壊、健康被害、食糧汚染、エネ
ルギー問題等の被害を未然に防ぐ必
要性から、私たち人類をはじめあらゆる
生物に対して、子々・孫々まで平和で健
康な生活が送れる様に、新しい科学技
術を取り入れた物質波や電磁波の波
動エネルギーを応用した機具等の販売
を通し、農作物の無農薬栽培技術及
び、環境保全技術等の普及に関する事
業を行います。又、世界の人々の健康
と環境をテーマに個人・団体のネット
ワークを構築しながら、人間の調和に
貢献し、２１世紀世界健康、環境作りに

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．環境の保全を図る活動
３．国際協力の活動
４．科学技術の振興を図る活動
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．地球環境の保全、健康の増進に関するセ
ミナー、イベントの活動及び国際的ネットワー
クの構築
２．科学技術と哲学の融合による、人間の健
康及び自然治癒力の向上の為の研究及び普
及活動
３．農作物への無農薬栽培技術の指導及び
普及活動
４．水産物養殖並びに海洋資源環境保全技
術の普及活動
５．有害科学物質の無害化研究所創設
６．物質波の振動エネルギーを応用した機械
器具の販売、及び普及活動
７．食品鮮度維持装置の販売及び普及活動

○ ○ ○ ○ ○ 2006/11/21 2007/2/16 2007/2/28 3月31日 認証済み

88
ＮＰＯ法人住学協同機構筑豊
地域づくりセンター

エヌピーオーホウジンジュウガク
キョウドウキコウチクホウチイキヅ
クリセンター

小野　正行 飯塚市太郎丸６９１番地の１ 飯塚市

この法人は、住民と近畿大学産業理工
学部をはじめとする地域の大学（以下
「大学」という）が協同して、地域づくりに
関する事業を行い、併せて子どもを含
む地域住民の学習啓発を促し、その交
流と親睦を図り、もって筑豊地域の文
化や経済の振興、発展に寄与すること
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．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．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．地域の福祉増進に関する普及啓発事業
２．むらおこし・地域づくりに関する普及啓発
事業
３．むらおこし・地域づくりを担う人材の育成
事業
４．地域社会の振興発展に関する調査・研究
事業
５．地域社会の振興発展に関する情報の収
集・提供事業
６．指定管理者制度に基づく地域社会振興に
関する施設の管理運営事業
７．地域づくりのコンサルタント事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2006/11/28 2007/3/8 2007/3/16 3月31日 認証済み

89
特定非営利活動法人日本アラ
ビア語検定協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
ホンアラビアゴケンテイキョウカイ

宮川　佳子 飯塚市天道６３番地 飯塚市

この法人は、多くの市民が利用できる
アラビア語検定試験を実施し、その他
アラビア語・アラブ文化の普及啓発事
業を行い、教育者、学習者、アラビア語
ないしアラブ文化に関わる市民や公的
機関どうしの幅広い交流を促進し、ひい
ては日本とアラブ諸国の国際交流およ
び相互理解に貢献することを目的とす

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．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．アラビア語及びアラブ文化の普及啓蒙事
業
２．アラビア語に対する調査研究事業
３．アラビア語習得者に対する検定事業
４．アラビア語、アラブ文化に関する書籍の出
版事業

アラブに関する物品販売事業 ○ ○ ○ 2006/12/1 2007/3/14 2007/3/20 3月31日 認証済み

90
ＮＰＯ法人フットボールクラブ花
鶴

エヌピーオーホウジンフットボール
クラブカヅル

花田　卓典
古賀市天神一丁目２４番１６
号

古賀市

すべての人に対して、サッカーをはじめ
としたスポーツ全般の普及・発展に関
する事業を行い、豊かなスポーツ文化
の醸成に寄与するとともに、生涯、すば
らしい環境でスポーツを楽しめるように
環境を整え、会員相互の協力の下に、
スポーツを中心とした地域の活性化と
青少年の健全な育成を図ることを目的
とする。

１．スポーツの振興を図る活動 
２．保健の増進を図る活動
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．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、活動に関する連絡、助言又は援
助活動

１．サッカーをはじめとするスポーツの指導・
強化育成事業
２．サッカーをはじめとするスポーツ指導者の
育成事業
３．スポーツ施設の維持管理・整備事業
４．スポーツ大会、イベントの企画・運営・協
力事業
５．スポーツに関する研究事業
６．スポーツに関する情報ネットワーク形成事
業

１．物品の販売・仲介・斡旋事業
２．バザー、フリーマーケットの企
画・運営事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2006/12/5 2007/3/20 2007/4/10 3月31日 認証済み

91
特定非営利活動法人障がい者
の自立を考える会「ほし」

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ショウガイシャノジリツヲカンガエ
ルカイ「ホシ」

北村　久美子
糟屋郡粕屋町大字内橋１９７
番地１サンライフＨ棟４０１号

粕屋町

この法人は、障がい者（児）及びその家
族に対し、自立と社会参加の為の支援
事業を行うことにより障がい者（児）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．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．障がい者（児）及びその家族の自立と社会
参加に関するセミナー、講演会の開催事業
２．障がい者（児）及びその家族の自立と社会
参加に関する相談業務
３．障がい者（児）及びその家族の自立と社会
参加の為の支援及び他の福祉団体との交
流、ネットワーク促進事業
４．障がい者福祉の向上に係る情報提供及
び啓発事業
５．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業
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地域生活
支援事業の受託
７．児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

○ ○ ○ ○ 2007/1/4 2007/4/10 2007/5/1 3月31日 認証済み

92
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

93
特定非営利活動法人大牟田市
体育協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンオ
オムタシタイイクキョウカイ

白石　政嗣
大牟田市宝坂町２丁目８６番
地　大牟田市民体育館内

大牟田市

この法人は、大牟田市民に対して、大
牟田市民体育館等体育施設の管理運
営に関する事業その他スポーツの普及
に関する事業を行い、大牟田市のス
ポーツ振興に寄与することを目的とす
る。

１．文化又はスポーツの振興を図る活
動
２．子どもの健全育成を図る活動
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．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
２．各種スポーツ教室の開催
３．各種スポーツ指導者の育成
４．各種スポーツ大会の開催
５．その他、第３条の目的を達成するために

○ ○ ○ 2007/1/30 2007/5/9 2007/5/16 3月31日 認証済み

94 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

95
特定非営利活動法人筑後総合
スポーツクラブ

トクテイヒエイリカツドウホウジンチ
クゴソウゴウスポーツクラブ

緒方　善政 筑後市長浜２０９０番地７号 筑後市

この法人は、すべての地域住民に対し
て、スポーツ又は文化の振興、生涯ス
ポーツ社会の実現、及び世界に通用す
るアスリートの育成とそれに伴う指導力
の向上に関する事業を行い、地域住民
の健康増進、青少年の健全育成及び
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．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
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．スポーツに関するジュニア育成事業 
２．スポーツに関する指導者育成事業 
３．スポーツ・文化に関するクラブ・サークル
支援事業
４．スポーツ・文化に関するイベント・大会運
営事業
５．スポーツ・文化に関するスクール・教室開
催事業
６．スポーツ・文化の振興に関する広報・広告
事業
７．その他この法人の目的を達するために必
要な事業

１．クラブが主体的に実施する物
品等の販売事業
２．クラブが主体的に実施する広
告・宣伝事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2007/4/10 2007/7/20 2007/7/25 3月31日 認証済み

96
特定非営利活動法人日本車椅
子レクダンス協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
ホンクルマイスレクダンスキョウカ
イ

黒木　実馬
久留米市梅満町１１９０－１
光風ハイツ１０３号

久留米市

この法人は、車椅子使用者がレクダン
ス等を踊れるよう、車椅子レクダンス等
の技能を普及する事、そして車椅子レ
クダンス等を生かした各種ボランティア
活動を通じて地域社会福祉活動に貢献
する事を目的とする。

１．地域福祉の増進を図る活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．障害者スポーツの振興を図る活動
４．前項の活動を行う団体の運営及び
活動に関する連絡・助言又は援助の
活動

１．車椅子使用者（高齢者を含む）・介護者及
び健常者に対する車椅子レクダンス等の技
能の普及およびレクリエーション活動の実施
２．車椅子レクダンス等の技能を活用した地
域社会福祉活動への協力・参加
３．車椅子レクダンス等の技能を有する指導
者の育成および後継者の養成
４．車椅子レクダンス等の技能の向上を目指
す研修および交流会・練習会等の実施
５．車椅子レクダンス等の福祉パーティー開

○ ○ ○ ○ 1999/1/19 1999/6/30 1999/7/2 3月31日 認証済み 認定 絶対値基準 2015/8/1 2025/7/31

97
NPO法人ミュージアムIPMサ
ポートセンター

エヌピーオーホウジンミュージアム
アイピーエムサポートセンター

新原　茂春
筑紫野市大字本道寺３８５番
地４

筑紫野市

この法人は、文化財を後世に守り伝え
るための施設である博物館、美術館、
展示館等の文化財保存展示施設にお
ける総合的有害生物管理（以下IPMと
いう）を支援し、貴重な歴史的遺産であ
る文化財の保存、展示環境の維持向
上を図り、広く社会に貢献することを目
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．環境の保全を図る活動
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．文化財保存展示施設の環境管理（湿潤
度、清浄度、有害生物管理等）事業
２．文化財保存展示施設の環境向上を目的
とした各種調査実験及び解析事業
３．文化財保存展示施設で活動するボラン
ティアに対するIPMの教育普及事業
４．文化財保存展示施設（各種ミュージアム）
を対象としたIPMの啓発活動及び支援事業
５．文化財保存展示施設の環境管理機器
リース事業 
６．広く一般市民を対象としたIPM教育に関す
る支援事業

○ ○ ○ 2007/5/31 2007/9/12 2007/9/19 3月31日 認証済み

98
特定非営利活動法人ふくおか
ウェブサービス

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クオカウェブサービス

安河内　竹志 福津市星ヶ丘17番20号 福津市

この法人は、情報化社会を推進し、通
信インフラ基盤の整備、情報格差の抑
制といった様々な課題に取り組むた
め、これまでに培ってきたインターネット
の技術を活用した、ソフト開発・運用方
法を確立し、災害時の支援活動をはじ
め、地域の高齢者や、障害者等の支援
のためのより有効なネットワーク作りを
構築すると同時に、多くの人々が、様々
な場面で、即時にインターネットの情報
を活用できるシステムの構築と、技術
の普及活動を通して、又、子どもに対し
て、情報インフラに関する早期の教育
及びそれに付随する情操教育を行うこ
とで、広く地域社会の安全と発展に寄

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．災害救援活動
３．子どもの健全育成を図る活動
４．情報化社会の発展を図る活動
５．経済活動の活性化を図る活動
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．災害支援、高齢者、障がい者等の支援の
為にインターネット利用技術を活用したソフト
の開発及び運用事業
２．インターネット利用技術に関する情報発
信、及び普及事業
３．子ども向け自然体験ツアーなどのイベン
ト、セミナー開催及び協力
４．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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2007/5/24 2007/9/12 2007/11/5 6月30日 認証済み



99
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

100
特定非営利活動法人久留米か
らくり振興会

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
ルメカラクリシンコウカイ

古賀　伸彦 久留米市天神町１２０番地 久留米市

この法人は、広く地域住民に対し、久留
米市が生んだ偉大なからくり技師であ
るからくり儀右衛門こと田中久重氏の
からくり技術を広く公開することにより、
地域の活性化に貢献し、かつ、次世代
の伝統文化に対する向学心の向上に
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．学術、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．科学技術の振興を図る活動 
５．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．からくり技術をはじめとした工芸品・作品
に関する小・中学生の発案・作成による発明
展
２．からくりに関する講演会、実演会
３．地域住民へのアピールのためからくり技
術に関する情報提供事業

○ ○ ○ ○ ○ 2007/6/14 2007/9/12 2007/9/20 6月30日 認証済み

101
特定非営利活動法人みるくは
うす

トクテイヒエイリカツドウホウジンミ
ルクハウス

山口　世津子
朝倉郡筑前町依井１０３６番
地１

筑前町

この法人は、障害者に対して、共同作
業所の設置により雇用の機会を提供す
る事業を行い、職業能力の開発を図る
ことにより、障害者の福祉に寄与するこ
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．前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．障害者の共同作業所の設置・運営
２．障害者自立支援法に基づく地域活動支援
センター事業の受託

１．弁当の製造・販売
２．化粧品の販売
３．障害者製造品の販売

○ ○ 2007/8/13 2007/11/20 2007/12/5 3月31日 認証済み

102
特定非営利活動法人福岡県
ダーツ協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クオカケンダーツキョウカイ

大田　剛、安永　昌純太宰府通古賀2丁目7番15号 太宰府市

この法人は、太宰府市をはじめ福岡都
市圏の高齢者を含む元気な人達が、そ
うでない人たちの支援をしたり、地域の
安全や子供の健全な育成への協力、
元気なまちづくりへの参画や、個々人
で出来る地域環境保全の取組みの拡
大など、高齢者ならではの智恵を出し
合って、全世代の人達と共に、市民・地
域のため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．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．環境の保全を図る活動 
５．地域安全活動
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．特定非営利活動促進法別表第１号
から第１６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．高齢者、障害者などの日常生活支援事業
２．市民による明るいまちづくりの為の調査・
研究・企画事業
３．高齢者、障害者などの健康づくりに関する
事業
４．個々人ができる身近な環境改善事業
５．子どもを含む市民が安心して住める地域
づくり事業
６．伝統工芸の習得と普及に関する事業
７．特技を持つ市民の掘り起こしと派遣事業
８．他の組織の運営支援と事務の代行事業

１．物品の販売に関する事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2007/8/14 2007/11/20 2007/11/26 3月31日 認証済み

103
特定非営利活動法人遠賀川の
水辺環境を考える会

トクテイヒエイリカツドウホウジンオ
ンガガワノミズベカンキョウヲカン
ガエルカイ

井上　和洋 直方市日吉町１０番３６号 直方市

この法人は、遠賀川流域周辺地域社会
に対して、水辺環境保全あるいは再生
に関する活動の普及啓発事業を行い、
水辺の環境向上について具体的提案
ができる知識と行動力を伴う子どもたち
を育むことと、遠賀川周辺地域のまち
づくりのため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．地域安全活動
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．水辺環境保全に関する啓発事業 
２．水辺環境教育に関する協力事業 
３．水辺環境の歴史・文化・生態系改善に関
する広報事業
４．国、自治体、他団体が主催する水辺環境
保全に関する各種催しへの協力事業
５．その他本会の目的達成に必要な活動

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2007/11/6 2008/2/6 2008/2/14 3月31日 認証済み

104
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

105
特定非営利活動法人艶輝アシ
スト

トクテイヒエイリカツドウホウジンツ
ヤキアシスト

村井　義之
糟屋郡志免町南里６丁目３
番１７－３０１号

志免町

この法人は、地域住民に対し、生活習
慣病の予防・食の安全啓発セミナー及
び地球温暖化対策として植樹・休耕農
地活用など環境エコ啓発の事業を行
う。また、地域のコミュニティーの再興
の為に地域災害予防・地域興し事業な
ど地域一体で取り組む事業を行う。同
時に地域活性化の一翼を担う為に様々
な職業能力セミナーを開催する。さらに
留学生に日本の文化・芸術及び日本人
と接する機会を創出するイベント等を行
う。これらの事を目的を同じくするＮＰＯ
及び行政と交流し協働して行い、地域
の明るい未来を築き、地域住民の安心
で安全な住みよい社会の実現に寄与

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．環境の保全を図る活動
３．地域安全活動
４．国際協力の活動
５．経済活動の活性化を図る活動 
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．生活習慣病に関するセミナー事業
２．環境エコ活動の普及推進事業
３．地域コミュニティー再興に関する企画事業
４．職業能力開発セミナー事業
５．留学生の国際交流サポート事業
６．目的を同じくするＮＰＯ及び他団体との交
流事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2007/11/16 2008/2/29 2008/3/11 3月31日 認証済み

106
特定非営利活動法人くらしサ
ポートこらぼ

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
ラシサポートコラボ

九十九　真知子
京都郡苅田町尾倉３４２５番
地３

苅田町

この法人は、発達障害児・者とその家
族、支援者及び地域社会に対して、地
域で豊かに暮らすための支援、発達障
害に関する適切な療育、相談、研修に
関する事業および障害福祉サービス事
業の経営を行い、もって発達障害児・者
の教育と福祉の充実に寄与することを
目的とする。

１．保健・医療または福祉の増進を図
る活動
２．子どもの健全育成を図る活動 
３．職業能力の開発または雇用機会の
拡充を支援する活動
４．前各号の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．発達障害児・者の療育に関する事業
２．発達障害児・者の余暇活動を支援する事
業
３．発達障害児・者の生活支援及び就労支援
に関する事業 
４．発達障害児・者の家族と支援者を対象と
した教育研修・育成事業
５．発達障害児・者本人、家族及び関係者に
対する相談、情報提供事業
６．児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
および障害児相談支援事業の運営に関する
事業
７．障害者の日常生活及び社会生活を総合

物品、出版物等の販売事業 ○ ○ ○ ○ 2007/11/29 2008/3/10 2008/4/4 3月31日 認証済み

107
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

108
ＮＰＯ法人大川市コミュニティ協
議会

エヌピーオーホウジンオオカワシコ
ミュニティキョウギカイ

中村　信嘉
大川市大字向島１８５５番地
の２

大川市

大川市大字中古賀２０８番地
の１
大川市大字中八院１４６５番
地
大川市大字三丸４０５番地の
４
大川市大字一木７２１番地
大川市大字大野島２８１２番
地

この法人は、大川市の地域住民に対し
て、自主的・自発的なコミュニティ活動
の中から、市民が相互理解と親睦を深
め、人間性豊かな、明るい地域社会の
実現を図るための情報と交流の場所を
提供するための事業などを行うととも
に、併せて災害時の緊急支援を行うこ
とで、大川市民のコミュニティ活動づくり
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．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
４．環境の保全を図る活動
５．災害救援活動
６．以上の活動を行う団体の運営また
は活動に関する連絡、助言又は援助
の活動

１．指定管理者制度に基づく前条各号に関連
するコミュニティセンターの管理運営受託事
業
２．地域の高齢者の保健福祉の向上と健康
増進を図る介護予防事業
３．コミュニティ活動の醸成等についての情報
収集・提供事業
４．災害時の緊急支援事業
５．その他この法人の目的を達成するために

１．チャリティーイベント事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2007/12/18 2008/3/26 2008/4/1 3月31日 認証済み

109
特定非営利活動法人カミーリ
ア筑紫野スポーツクラブ

トクテイヒエイリカツドウホウジンカ
ミーリアチクシノスポーツクラブ

坂倉　元
筑紫野市二日市北一丁目１
３番１７号

筑紫野市

この法人は、地域の幼児から中高年齢
者までの全ての人に対して、スポーツ
教室の開催、スポーツ選手・審判員・指
導者などの育成、スポーツイベントの企
画・運営に関する事業などを行い、ス
ポーツの普及・振興を通じて、不特定か
つ多数の者の利益の増進に寄与する

１．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
２．子どもの健全育成を図る活動
３．まちづくりの推進を図る活動 
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．スポーツ選手・審判員・指導者の育成事
業
２．スポーツ大会などのイベントの企画・開催
事業
３．スポーツに関する講習会開催事業 
４．スポーツの指導に関する事業 
５．スポーツの審判に関する事業 

１．物品の販売に関する事業 ○ ○ ○ ○ 2008/1/15 2008/4/16 2008/5/9 3月31日 認証済み

110
特定非営利活動法人ZIPANG
こが

トクテイヒエイリカツドウホウジンジ
パングコガ

原山　輝子 古賀市今の庄1丁目1番34号 古賀市

この法人は、地域社会に対して、市民
主体の文化・芸術活動、健康づくり、青
少年の育成、環境改善、よろず相談、
その他地域振興に関する事業を行い、
安心して住み続けられる明るい地域社
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．まちづくりの推進を図る活動 
４．学術、文化、芸術又はスポーツ振
興を図る活動 
５．環境の保全を図る活動
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．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
は援助活動

１．市民主体の文化・芸術に関するイベント
の企画・運営事業
２．高齢者を対象とした健康づくり教室事業
３．青少年健全育成のための体験教室事業
４．清掃・里山保全など地域の環境保全に関
する事業
５．悩みを抱える人に対するよろず相談事業 
６．特産品創出・販売事業
７．高齢者の見守りに関する事業 
８．１から７に関する情報提供事業
９．その他、本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 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2008/2/26 2008/6/4 2008/6/26 3月31日 認証済み

111
ＮＰＯ法人福岡療育支援セン
ターいちばん星

エヌピーオーホウジンフクオカリョ
ウイクシエンセンターイチバンボシ

堤　孝子
糟屋郡新宮町大字上府８８９
番地６

新宮町

この法人は、在宅の障害児・者および
高齢者とその家族に対して、安心して
在宅生活・地域生活・社会生活が送れ
るよう、一人ひとりのニーズに合わせた
支援に関する事業を行い、障害のある
人もない人もすべての人々が、健やか
に暮らせる地域社会つくりと福祉の増
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．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．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．障害者自立支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業
２．障害者自立支援法に基づく相談支援事業
３．障害者自立支援法に基づく地域生活支援
事業の受託事業
４．健康保険法に基づく訪問看護事業
５．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
６．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
７．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
８．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
９．保健・福祉・介護に関わる教育研修事業

１．物品販売事業
２．保険代理店事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2008/3/11 2008/6/4 2008/6/10 3月31日 認証済み

112
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

113 ＮＰＯ法人ＮＰＯ九州
エヌピーオーホウジンエヌピー
オーキュウシュウ

宮原　ひとみ 久留米市西町１１６８番地 久留米市

この法人は、自主・自発の精神で社会
に貢献する民間非営利活動及びその
支援活動に取り組むことにより、当法人
と目的を同じく活動する人及び組織と共
に、自律した市民社会の実現に寄与す
ることを目的とする。

１．特定非営利活動促進法別表第１９
号に掲げる活動

１．市民活動支援事業 ○ 2008/4/10 2008/7/9 2008/7/14 3月31日 認証済み

114
特定非営利活動法人故郷創環
未来研究所

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
ルサトソウワミライケンキュウショ

田村　裕司 豊前市大字八屋２１４９番地 豊前市

農業経営の安定・発展を図るとともに、
地域の伝統文化の継承、新たな文化的
活動を含め多様な個人・法人の農業な
どの関心を高め、農村地域の活性化に
貢献するとともに、農と食を通じた「安
全・安心」「健康」「環境保存」の追求と
いった国民のニーズに応えることを目
的とする。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
３．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．子供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 
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、助言の
活動

１．地元特産品の開発および振興する事業 
２．農業による障害者の能力開発のための
支援事業
３．地域の郷土芸能や文化を調査し継承者を
支援育成する事業
４．耕作放棄地の草刈および有効利用に関
する事業
５．子供に食の大切さを教え、農業に親しむ
機会を作るための事業 
６．農業技術習得のための場の提供と、新規
就農者に対する支援事業
７．農業後継者育成と農業技術伝承に関する
事業
８．地域活性化のための異業種交流事業
９．その他、本法人の目的を達成するために
必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2008/4/17 2008/7/18 2008/9/1 12月31日 認証済み

115
特定非営利活動法人ＪＡＰＡＮ
ビーチサッカー・ネットワーク

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ジャパンビーチサッカー・ネット
ワーク

伊藤　寛之 宗像市池田3100番地１１２ 宗像市

この法人は、スポーツを愛する人々に
対して、ビーチサッカーなどのビーチス
ポーツの発展に関する事業を行い、ス
ポーツ・文化の振興、青少年の健全な
心身の育成、国際交流並びに環境保
全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．環境の保全を図る活動
４．子供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、助言また
は援助の活動

１．スポーツイベントの企画・提案に関する事
業
２．競技者の技術向上に関する講習事業 
３．指導者育成に関する事業 
４．清掃等ビーチの環境保全に関する事業 
５．ビーチスポーツ・ビーチの環境保全に関
する情報提供事業
６．その他、目的を達成するために必要な事

１．関連グッズの企画・製作・販売
事業
２．広告代理事業

○ ○ ○ ○ ○ 2008/5/1 2008/7/31 2008/8/12 12月31日 認証済み

116
特定非営利活動法人山田筑紫
会

トクテイヒエイリカツドウホウジンヤ
マダチクシカイ

中村　光明 嘉麻市上山田７１２番地 嘉麻市

この法人は、青少年に対して、スポーツ
（柔道）教室やイベントを開催し、スポー
ツ選手としての技量とマナーを身につ
けさせ、将来は後輩の指導者としての
育成を図り、スポーツの普及・振興に努
め、不特定多数の青少年の健全育成
に寄与するとともに、当該地域の高齢
化は殊の外進行していることに鑑み、こ
れらの高齢者に対して、将来とも当該
地域において楽しく、安心して自立した
日常生活が営まれるよう必要な事業を
行い、不特定多数の高齢者への福祉
サービスの増進に寄与することを目的
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．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．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．柔道教室の開催及び大会（試合等）の運
営に関する事業
２．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
３．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
４．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
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．子どもの放課後や休日の居場所づくり事
業
７．フリースクールの運営に関する事業
８．子ども及び高齢者の命の大切さの教育や
癒しのための小動物とのふれあい事業 
９．高齢者を対象に温泉を利用した柔道整復
師による施術事業
１０．福祉サービスに関する人材育成・養成
支援事業

１．物品販売事業
２．広告事業

○ ○ ○ ○ ○ 2008/5/29 2008/8/29 2008/9/12 3月31日 認証済み



117 NPO法人FM伊都 エヌピーオーホウジンエフエムイト 河野　敏朗
糸島市篠原東二丁目１１番１
７号

糸島市

この法人は、糸島地域及びその周辺を
中心とする地域で大学、各種ベン
チャー企業、NPO法人、ボランティアグ
ループとの連携を通じ、放送事業（FMラ
ジオ、インターネット放送、携帯放送）を
主体として糸島らしい暮らし方（糸島らし
さ・いとしまスタイル）の定着を図り、か
つ地元の自然、観光、産業、人材の活
用という面での地元還元型事業を推進
しつつ、地域文化の支援を目的とする。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．学術、文化、芸術またはスポーツの
振興を図る活動 
３．災害救援活動
４．国際協力の活動
５．子どもの健全育成を図る活動
６．情報化社会の発展を図る活動
７．経済活動の活性化を図る活動
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．放送事業を通じて、地域の活性化と国際
交流の推進を図る 
２．放送事業を通じて、学術、文化、芸術また
はスポーツの振興を図る 
３．放送事業を通じて、災害及び予防情報の
周知徹底による住民の安全を図る 
４．放送事業を通じて、青少年等、人材の育
成を図る 
５．放送事業、その他講座の開催を通じて、
健全な情報化社会への適応とIT化の推進を
図る 
６．地場産業の活性化並びに問題解決型事
業・コミュニティビジネスの展開を図る事業
７．他地域の放送局とのネットワーク形成、及
び人と人とをつなぐ支援事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2008/6/12 2008/9/16 2008/10/2 3月31日 認証済み

118 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

119
特定非営利活動法人ふるさと
黒木応援会

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
ルサトクロギオウエンカイ

井手　毅
八女市黒木町田本１８５番地
２

八女市

この法人は、ふるさと黒木と都市住民と
の交流活動、黒木町の美化と自然環境
の保全を図る活動、まちづくりの推進を
図る活動に関する事業などを行い、
もってふるさと黒木の里山の再生とまち
なかの活性化に寄与し、里山で暮らす
住民が安全で安心して生活できる明る
いまちづくりを目指すことを目的とする。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．環境の保全を図る活動
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．東京八女黒木会、その他都市交流団体と
の交流に関する事業
２．紅葉樹（広葉樹）等の植栽又は植栽後の
管理に関する支援事業
３．自然環境の保全を図る活動に関する支援
事業
４．まちづくりの推進を図る活動に関する支援
事業
５．その他目的を達成するために必要な事業

○ ○ ○ 2008/9/25 2009/1/8 2009/1/23 6月30日 認証済み

120
特定非営利活動法人クリーン
ネット飯塚協議会

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
リーンネットイイヅカキョウギカイ

黒河　幸彦
飯塚市吉北118-2飯塚市ク
リーンセンター内

飯塚市

この法人は、障がい者に対して、社会
的、文化的、その他あらゆる分野の活
動に参加する機会が与えられ、就労的
自立に関する事業を行い、作業するこ
とで働く喜びと社会貢献の誇りを享受で
きるよう寄与し、障がい者の就労の場
を確保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．前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．ふくおか県中央環境広域施設組合のリサ
イクルプラザ選別業務の受託及び身体障が
い者、知的障がい者、精神障がい者の就労
の場の提供事業
２．障がい者福祉に関する相談事業
３．精神障がい者の体験就労指導援助
４．障がい者の健康増進及び余暇活動支援
事業
５．障がい者福祉の向上を目的とする団体及

○ ○ 2008/10/7 2009/1/20 2009/1/29 3月31日 認証済み

121 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

122
ＮＰＯ法人飯塚市青少年健全
育成会連絡協議会

エヌピーオーホウジンイイヅカシセ
イショウネンケンゼンイクセイカイ
レンラクキョウギカイ

久保　満男 飯塚市伊岐須869番地1 飯塚市

この法人は、青少年の健全育成を目的
として活動する会員相互の連携のもと、
地域住民への青少年健全育成の啓発
活動を行うとともに、青少年の社会的自
立を促し、国、県及び市の青少年健全
育成の施策に呼応して、健康で情操豊
かな青少年を育成するための事業を行
い、もって青少年の健全育成に寄与す
ることを目的とする。

１．地域安全活動
２．子どもの健全育成を図る活動
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．青少年の健全育成に関する啓発活動
２．青少年の非行を防止するための諸活動 
３．青少年の健全育成を目的とする団体の活
動助成及び連絡調整
４．飯塚市放課後児童健全育成事業の受託

○ ○ ○ 2008/12/4 2009/3/10 2009/4/1 3月31日 認証済み

123
特定非営利活動法人久留米音
楽協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
ルメオンガクキョウカイ

井手　和英 久留米市櫛原町８４番地２ 久留米市

この法人は、福岡県久留米市及びその
近郊の音楽団体・音楽家並びに音楽を
愛好する者を包括組織し、広く一般市
民に対して音楽演奏活動を行うなど、
地域文化の振興と活性化・音楽のある
豊かな街づくりに貢献する。また、将来
の地域社会を担う子どもたちに対して
は、音楽教室や講習会などの音楽普及
活動を行い、豊かな情操を培うととも
に、健全育成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．文化、芸術またはスポーツの振興
を図る活動 
３．子どもの健全育成を図る活動
４．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．演奏会の開催
２．青少年を対象とした音楽鑑賞事業
３．講習会の開催や講師派遣などの音楽普
及事業
４．地域イヴェントや演奏会の企画の受託事
業
５．音楽に関わる情報の発信と収集および
ネットワーク作り 
６．技術向上のための講習会の受講など研
修事業
７．目的を一にする音楽団体や行政との協働

○ ○ ○ ○ 2008/12/11 2009/3/17 2009/3/26 3月31日 認証済み

124
まちづくりＮＰＯ法人ほっと二日
市

マチヅクリエヌピーオーホウジン
ホットフツカイチ

東　徹太郎
筑紫野市二日市中央三丁目
９番７号サイトウビル１階

筑紫野市

この法人は、筑紫野市中心市街地ＴＭ
Ｏ構想が提起するプロジェクトを柱とし
て、商工会、行政などあらゆる団体と連
携、協働を図りながら事業の具体化を
行い、中心市街地のまちづくりの推進
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．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．子どもの健全育成を図る活動 
６．情報化社会の発展を図る活動
７．経済活動の活性化を図る活動 
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．中心市街地活性化に関するイベントの開
催事業
２．中心市街地活性化に関する情報提供・発
信事業
３．中心市街地活性化に関する調査研究事
業
４．中心市街地の環境保全に関する事業
５．中心市街地活性化に関する学習会開催
事業
６．魅力と活力のある商店づくりに関する支
援、協力事業
７．活動拠点を活用した無料休憩所等の管理
運営事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2008/12/17 2009/3/19 2009/3/30 3月31日 認証済み

125
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

126
特定非営利活動法人星野村里
山ツーリズム協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンホ
シノムラサトヤマツーリズムキョウ
カイ

足達　透 八女市星野村２４００番地 八女市

この法人は、星野村地域の特色を生か
した里山ツーリズムを推進し、地域活動
の主体となる住民と各支援者が相互の
連携を図りながら、多様な農山村の体
験や地域の情報発信の事業を展開す
るとともに、住民や子ども会育成会など
地域団体の活動の支援、事業者との
パートナーシップの形成を促進すること

１．まちづくりの推進をはかる活動 
２．環境の保全をはかる活動 
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、助言また
は援助の活動

１．地域交流活性化促進事業
２．里山の機能・景観の保全・整備促進事業
３．地域ブランド化促進事業

○ ○ ○ 2009/3/3 2009/6/5 2009/6/23 3月31日 認証済み

127
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

128
特定非営利活動法人元気っ子
未来塾

トクテイヒエイリカツドウホウジンゲ
ンキッコミライジュク

田篭　弘幸 小郡市松崎７５５番地４ 小郡市

この法人は、小郡・三井地区の「小郡・
三井少年の船」を中心とする青少年育
成事業に対し、次の要領で支援を行
い、「小郡・三井少年の船」等の青少年
育成事業を円滑に継続していくことを目
的とする。 
（１）「小郡・三井少年の船」事業の推進
に際し、関係各機関、地域行政機関、
参加団員の家庭との協力関係の構築
（２）「小郡・三井少年の船」事業への資
金補助
（３）「小郡・三井少年の船」の研修開催
地との交流
（４）その他小郡・三井地区の「小郡・三
井少年の船」等の青少年育成事業に必

１．子どもの健全育成を図る活動
２．前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・三井少年の船」事業を中心とする
小郡・三井地区の青少年育成事業の継続開
催のための支援事業
２．小郡・三井地区の青少年育成に関連する
事業
３．その他本会の目的達成に必要な事業

１．飲食物の販売 ○ ○ 2009/4/28 2009/7/31 2009/8/14 12月31日 認証済み

129
特定非営利活動法人日本環境
保全ボランティアネットワーク

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
ホンカンキョウホゼンボランティア
ネットワーク

朝廣　和夫 糸島市井原１３７５番地１ 糸島市

この法人は、管理が行き届かず荒廃す
る農山村や都市近郊の里山や里地、
自然地に対して、地元住民や都市住民
ならびに青少年などのボランティアによ
る環境保全・復元活動に関する事業、
環境保全にかかる人材育成事業、なら
びに国内外の環境保全活動団体との
連携強化及び活動支援事業を行い、
もって美しく、持続的な国土環境の保全
と参加型の安定した社会の形成に寄与
し、地球温暖化の防止や国際交流に貢

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．国際協力の活動
５．災害救援活動
６．子供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．環境保全ボランティア活動事業
２．環境保全活動人材育成事業
３．国内・海外の環境保全活動団体の連携強
化及び活動支援事業
４．環境保全の普及啓発や調査研究事業
５．災害時の被災者の救援や生活支援及び
復興事業
６．その他、当団体の目的を達成するために
必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2009/5/14 2009/8/26 2009/9/9 3月31日 認証済み

130 特定非営利活動法人たんがく
トクテイヒエイリカツドウホウジンタ
ンガク

樋口　千惠子
久留米市上津一丁目２３－１
０

久留米市

この法人は、がん・慢性疾患の終末
期、難病等の在宅療養の方に対して、
その方らしく、安心・安全な環境で生を
全うできるよう家族や地域の方々、か
かりつけ医、関係各機関と連携をとり、
本人が望むところで生き抜けるよう支
援する。もって、命の主体者であるご本
人の生命への尊厳あるケアをめざし、
同時に在宅医療・看護・介護の地域連
携及び地域包括ケアシステムの構築に
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．まちづくりの推進を図る活動 
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．健康増進と病気の予防、リハビリテーショ
ンに寄与する事業 
２．在宅ホスピス支援センター事業
３．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
４．介護保険法に基づく訪問介護事業
５．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
６．啓発及び情報収集、情報発信、研究、講
演活動等事業
７．介護員養成研修事業
８．看護小規模多機能型居宅介護事業
９．ホームホスピス事業
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障害福祉
サービス事業
１１．介護保険法に基づく第一号訪問事業
１２．その他この法人の目的を達成するため
に必要な事業

１．役務の提供
２．物品の販売、斡旋

○ ○ ○ 2009/5/26 2009/9/3 2009/9/24 3月31日 認証済み 認定 絶対値基準 2020/3/19 2025/3/18

131
特定非営利活動法人くるめ日
曜市の会

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
ルメニチヨウイチノカイ

若江　皇絵
久留米市津福本町３２２番地
１

久留米市

この法人は、久留米市街地活性化のた
めの農商連携による事業を通して、福
岡市をはじめ近郊からの消費者の誘致
による今後の新たな消費基盤の開拓に
より、久留米主要産業である農林水産
物の消費拡大と、筑後地域の畜産・物
産品の販売促進による久留米の経済
の活性化に寄与し、地域住民が誇れる
久留米を次世代に引き継ぐことを目指

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．環境の保全を図る活動 
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．消費者の保護を図る活動 
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．くるめ日曜市の開催に係る事業 
２．地域活性化のためのイベント、セミナー開
催等の情報提供事業
３．グリーン、ブルーツーリズムに関する事業 
４．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

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2009/5/29 2009/9/16 2009/10/8 6月30日 認証済み



132 NPO法人Eating　Love　Circle
エヌピーオーホウジンイーティング
ラブサークル

関岡　千愛 太宰府市大佐野２５０番地 太宰府市

この法人は家庭、学校、地域の方々を
中心に食生活の問題の改善を考える
人たちに対して、食教育に関する事業
を行い、もって地域全体の食育、健全
育成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．子どもの健全育成を図る活動
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．食育の普及事業
２．食育教育に関わる人材の育成事業
３．食育教育の実践と調査・研究事業
４．その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ 2009/6/9 2009/9/16 2009/10/1 12月31日 認証済み

133
特定非営利活動法人向野堅一
顕彰会

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ウノケンイチケンショウカイ

大久保　智弘 直方市殿町１２番１９号 直方市
茨城県水戸市東原３丁目３番
４１－１０５茨大東原宿舎RC1

この法人は、経済、美術文化活動等に
優れた足跡を残した国際的実業家であ
る向野堅一、直方市の産業や政治に貢
献した向野菊次郎、向野斉、向野丈夫
をはじめ、向野家の史料に関する調
査・研究および史料等による社会教育
に関する事業を行い、市民の文化と教
育の向上及び歴史的文化遺産を活用
した地域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．学術、文化、芸術またはスポーツの
振興を図る活動 
４．国際協力の活動
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
運営または活動に関する連絡、助言ま
たは援助の活動

１．向野堅一記念館（向野家史料に関する保
存・管理のための施設）の創設および運営
２．向野家史料に関する史料収集および研究
３．向野家史料に関する情報提供事業
４．向野家史料に関する（あらゆる領域を含
む）研究に高い見識を持った人材の育成およ
び支援
５．国内外の諸団体との向野家史料に関する
情報交換や友好を推進していく事業
６．向野堅一記念館における文化財を学習
素材とした社会教育や子どもの知識や意識
向上を図る学習への支援
７．市民・団体向けの定例講座の実施
８．向野堅一をはじめ、向野家人材に関する

１．記念品等の販売
２．貸部屋業
３．募金事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2009/6/15 2009/9/16 2009/9/28 3月31日 認証済み

134
特定非営利活動法人辺春地域
振興会議

トクテイヒエイリカツドウホウジンヘ
バルチイキシンコウカイギ

堤　裕介
八女市立花町上辺春９６１番
地

八女市

この法人は、地域の活性化と若者の定
住化による人口減少に歯止めをかけ、
地域住民が安心して暮らせる地域を作
るため、経済活動を活性化させ、住民
の医療・福祉の増進を図り、住民の文
化的交流を図り、更に住民の安全のた
めの事業を行い、住民の生活向上に寄
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．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．災害救援活動
５．地域安全活動
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．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．医療機関又は老人福祉施設の誘致推進
事業
２．河川管理道路（児童生徒通学路・緊急道
路）の整備
３．子供の健全育成を図る団体の支援事業
４．放棄竹林の解消を図る各種事業 
５．通学路の児童・生徒の防犯に関する事業 
６．農作物を有害鳥獣から防ぐための事業 
７．若者の定住を諮るための企業誘致推進
事業
８．農作物の特産品開発推進と販売促進事
業
９．住民の健康増進を図るイベント開催事業 
１０．老人尊敬のためのイベント開催事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2009/6/18 2009/9/29 2009/10/20 3月31日 認証済み

135
特定非営利活動法人「小竹に
住みたい」まちづくりの会

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
タケニスミタイマチヅクリノカイ

吉良　久吾
鞍手郡小竹町大字新多１７０
番地の１

小竹町

この法人は、小竹町周辺地域社会に対
して、まちづくり及び環境保全に関する
活動の普及啓発事業を行い、地域の環
境向上と地域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．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．地域安全活動
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．地域の環境保全に関する啓発事業 
２．まちづくりに関する啓発事業 
３．国、自治体、他団体が主催する前条各号
に係る各種催しへの協力事業
４．その他本会の目的達成に必要な活動

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2009/7/9 2009/10/9 2009/11/2 3月31日 認証済み

136 特定非営利活動法人赤とんぼ
トクテイヒエイリカツドウホウジンア
カトンボ

荻野　俊明
福津市津屋崎１丁目３２番１
１号

福津市

この法人は、広く地域の方々と連携し
て、水辺の事故防止のためのライフ
セービング活動の普及とライフセー
バーの育成および知識・技術の向上を
はかると共に、青少年をはじめとする安
全指導や地域の防災・防犯活動のため
の人材育成と、海・川・山の環境保全等
に取り組み、誰もが安心して暮らし、楽
しむことのできる、健全な地域の発展に
寄与することを目指します。

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．農山漁村又は中山間地域の振興を
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．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．国際協力の活動
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．消費者の保護を図る活動 
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．ライフセービング活動の普及に関する事
業
２．水辺の安全管理に関する事業
３．安心安全管理に関する事業
４．海、川、山の環境保全活動及び地域の環
境保全に関する企画、実施事業
５．介護保険法に基づく居宅サービス事業
６．介護保険法に基づく介護予防サービス事
業
７．介護保険法に基づく地域密着型サービス
事業
８．介護保険法に基づく地域密着型介護予防
サービス事業 
９．有害鳥獣駆除事業
１０．鳥獣環境保護事業
１１．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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2009/8/4 2009/11/5 2010/1/15 6月30日 認証済み

137
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

138 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

139
特定非営利活動法人エシカル
ジャパン

トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
シカルジャパン

高橋　義和
北九州市八幡西区星和町１
３番３２号

北九州市八幡西区 直方市大字植木１１８０番地７

この法人は、地域で暮らす人々に対し
て、生涯を通じて文化的な生活が送れ
るよう、また誇りをもって地域で生きて
いくことができるように支援する事業を
行ない、活力ある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．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．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．社会人のための生涯学習事業（ふるさと
大学の運営等）
２．地域活性化事業（ホームページで地域の
紹介等）
３．地域と自然の景観の保護及び啓発事業

○ ○ ○ ○ 2009/9/24 2009/12/16 2010/1/14 3月31日 認証済み

140
特定非営利活動法人鞍手町ボ
ランティア連絡協議会

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
ラテマチボランティアレンラクキョウ
ギカイ

後藤　幸雄
鞍手郡鞍手町大字新延４１４
番地の１鞍手町総合福祉セ
ンター内

鞍手町

この法人は、地域住民が誰もが安全で
安心して、その人らしく地域で生活でき
るようにボランティア活動の福祉・環境・
教育等様々な分野の事業を行い、ボラ
ンティアグループ（個人）及び関係団
体・企業・行政とのパートナーシップを
築きながら協働で豊かで活力あふれる
住みよい「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．環境の保全を図る活動
４．災害救援活動
５．子どもの健全育成を図る活動
６．職業能力の開発を雇用機会の拡充
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．地域福祉型福祉サービス事業
２．公園・道路等地域の環境美化事業
３．地域情報の提供及び地域住民の交流事
業
４．リサイクル活動推進事業
５．災害ボランティアセンター支援事業
６．学校支援ボランティア事業
７．雇用機会の拡充を目的とした指定管理者
業務受託事業
８．ボランティアグループ活動支援事業
９．まちづくりに関するイベントの企画・運営

１．売店での食品販売事業
２．自動販売機による清涼飲料
の販売
３．物品の販売

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2009/10/27 2010/1/29 2010/2/12 3月31日 認証済み

141 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

142 ＮＰＯ法人くぼて エヌピーオーホウジンクボテ 信安　廣太 豊前市大字大河内９７１番地 豊前市

この法人は、景観と自然環境の維持管
理と保護に関する事業及び観光資源と
歴史的史跡の保全と活用を行うことで、
山村振興地区に居住する住民と観光
客や都市住民との交流を通じて地域振
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．環境の保全を図る活動 
６．地域安全活動
７．子供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．地域の景観及び自然環境の保護事業
２．地域の観光資源や自然環境を活用した地
域活性化事業
３．特産品の販売やイベントを通じた地域振
興事業
４．地域の文化、芸能、歴史的史跡の保存及
び振興事業
５．地域住民と都市住民の交流事業
６．高齢者や地域住民の交流及び助け合い
事業
７．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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2009/12/18 2010/3/12 2010/4/1 3月31日 認証済み

143 ＮＰＯ法人会議力向上研究会
エヌピーオーホウジンカイギリョク
コウジョウケンキュウカイ

段野　陽輔
那珂川市道善１丁目６０番地
１

那珂川市

この法人は、効率の良い会議・ミーティ
ング（以下「会議」という。）の手法を研
究しながら、ＮＰＯ・企業などの各種団
体に対して活動成果を広く提供する事
業を行うことで、会議運営の円滑化、及
び決定・行動する会議への質の転換を
図り、ひいては社会全体の活性化に寄
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．情報化社会の発展を図る活動
４．特定非営利活動促進法の別表に
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．会議運営プログラム・ノウハウの研究・開
発事業
２．会議運営者の育成事業
３．質の高い会議の普及を目的としたセミ
ナー開催、講演事業
４．会議運営ノウハウの助言、啓発、情報提
供事業
５．会議運営者の派遣事業
６．ＩＴを基盤とした会議運営ツールの提供事

○ ○ ○ ○ 2009/12/27 2010/3/23 2010/4/1 3月31日 認証済み

144 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

145 ＮＰＯ法人海路明 エヌピーオーホウジンウジアケ 川野　枝見子 大川市大字下林３７７番地１ 大川市

この法人は、地域住民や外国人に対し
て、ふるさとの文化・歴史を伝えるため
に言語活動に関する事業や国際交流
等を推進し、すべての人々が健やかで
豊かに暮らせる地域社会づくりに寄与
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．環境の保全を図る活動
６．国際協力の活動
７．子どもの健全育成を図る活動
８．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．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．言語活動の普及に関する事業
２．国際交流に関する事業
３．筑後川流域の自然と共生を目指した環境
保全に関する事業
４．地場産業の応援に関する事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2010/2/25 2010/4/28 2010/6/1 3月31日 認証済み

146
ＮＰＯ法人ふくおか福祉とびう
め会

エヌピーオーホウジンフクオカフク
シトビウメカイ

福本　慎吾
太宰府市五条１丁目２番２９
号

太宰府市

この法人は、障害者に対して、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、福祉の増進を図り、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、医療又は福祉の推進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動 
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．まちづくりの推進を図る活動 
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．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特定相談
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地域生活
支援事業
４．児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
５．児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
６．児童福祉法に基づく障害児入所支援事業
７．介護保険法に基づく居宅サービス事業
８．介護保険法に基づく地域密着型サービス
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施設サービス事業
１１．介護保険法に基づく介護予防訪問介護
又は第１号訪問事業
１２．介護保険法に基づく介護予防通所介護
又は第１号通所事業
１３．サービス付高齢者向け住宅の設置・運
営
１４．介護付き有料老人ホーム並びに住宅型
有料老人ホームの設置・運営
１５．介護用品、福祉用具のリサイクル及び
製造並びに販売
１６．医療機器の仕入れ及び販売
１７．障害福祉サービス事業、介護事業のフ
ランチャイズチェーン加盟店の募集及び指導 
１８．障害者に対する無認可作業所の運営事

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2010/4/15 2010/7/30 2010/9/3 3月31日 認証済み

147 ＮＰＯ法人京の郷 エヌピーオーホウジンミヤコノクニ 川上　義光
京都郡みやこ町犀川本庄
180-1

みやこ町

この法人は、障がい者及びその家族、
並びに地域住民に対して、自立と社会
参加、生活支援、権利の擁護に関する
事業と創造的なネットワークのシステム
を作る事業を行い、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．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 
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．障害者自立支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業
２．障がい者に対する授産施設の運営事業
３．グループホームの紹介・斡旋事業
４．障害を持つ人たちの生活支援・家族支援
事業
５．障がい者就労支援事業
６．上記に関する団体及び地域住民との交
流、イベントの開催、ものづくり事業
７．その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

○ ○ ○ ○ 2010/6/8 2010/9/17 2010/9/22 3月31日 認証済み



148
特定非営利活動法人古都大宰
府の風を育む会

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
トダザイフノカゼヲハグクムカイ

石橋　清美
太宰府市青山４丁目２６番２
号

太宰府市

この法人は、会員相互の協力により、
中立的立場で自然環境及び文化遺産
に関する保全、維持、研究、事業を行う
不特定多数のものに対して、それらの
活動の助成及び支援の事業を行う。自
然環境の健全化などを主体に地域社
会の雇用の創出及び環境資源の創出
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．環境の保全を図る活動
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．環境保全・維持・開発に関わる補助制度
の活用と公共サービスの支援活動
２．環境保全・維持・開発に関わる提案・立案
活動を通じた雇用の創出活動事業
３．環境保全・維持・開発に関わる学会、シン
ポジューム、研究会、講演会、イベントの開
催若しくは開催の支援事業
４．環境保全・維持・開発に関わる活動の高
齢者の参加助成活動事業
５．環境保全・維持・開発に関わる海外機関と
の連携活動及び国内への連携情報
６．環境保全・維持・開発に関わる指導者、研
究者の育成事業
７．環境保全・維持・開発の改善装置、資材
の設計、製造、販売、改良、維持管理事業
８．環境保全・維持・開発に関わる受託実験、
調査事業
９．環境保全・維持・開発に関する啓発商品
の企画、製造、販売及びレンタル事業
１０．環境保全・維持・開発に関する大学等の
教育、研究機関、ＮＰＯ、企業及び個人の研
究開発活動の支援事業
１１．環境保全・維持・開発に関する改善装
置、資材及び実験、調査機材のリサイクル事
業
１２．環境保全・維持・開発に関する文化、伝
統技術の伝承及び啓発事業
１３．前各号の事業を実施するために必要な

○ ○ ○ ○ 2010/8/17 2010/11/26 2011/1/6 3月31日 認証済み

149
特定非営利活動法人サンク
チュアリ・プロジェクト

トクテイヒエイリカツドウホウジンサ
ンクチュアリ・プロジェクト

椎原　春一
大牟田市大字三池９０７番地
１９

大牟田市

この法人は、市民や団体、企業や行政
などに対して、自然環境の保全と動物
福祉に関する教育、まちづくりの提案及
びネットワークの構築に関する事業を
行い、人と生き物が共に幸せに生活で
きる地域を実現することで社会全体の
利益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．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．人と生き物に関する調査事業
２．人と飼育動物の生活向上に関する事業 
３．自然環境の保全と動物福祉に関する普
及・啓発事業
４．サンクチュアリ施設の設立事業

○ ○ ○ ○ 2004/7/2 2004/7/7 3月31日 認証済み

150
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

151 ＮＰＯ法人地域活性化協議会
エヌピーオーホウジンチイキカッセ
イカキョウギカイ

中原　一男 大牟田市汐屋町４番地１０ 大牟田市

この法人は、市民活動の豊かで健全な
発展と地域住民をはじめ広汎な市民各
層の参加による市民主体のまちづくり
を実現するため、市民活動団体の設
立、運営に関する相談や研修、地域活
性化に関する調査研究や政策提言、情
報提供、交流促進などの事業を人々の
善意とボランタリー精神をもって行い、
行政、企業、市民が参画しそれぞれの
責任を果たす市民社会の実現と市民公
益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．前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．まちづくりに関するイベント等の企画、運
営活動
２．まちづくりに関する市民活動団体の人材
交流、促進事業
３．まちづくりに関する市民活動団体にかか
わる情報の普及啓発事業
４．まちづくりに関する市民活動団体への研
修事業

１．物品販売事業
２．広告掲載事業

○ ○ 2010/9/29 2011/1/6 2011/1/12 3月31日 認証済み

152
ＮＰＯ法人日本医療福祉事業
団

エヌピーオーホウジンニホンイリョ
ウフクシジギョウダン

笹山　銀次郎
田川市大字伊加利１９０５番
地７

田川市

この法人は、高齢者、障害者とその家
族、歯科医療機関、介護事業所等に対
して予防歯科、予防介護の啓発支援事
業等を実施し、社会ネットワーク構築に
関する事業等を行い、誰もが安心して
在宅生活・社会生活が送れるよう個々
のニーズに合わせた支援をすることに
より、保健・医療又は福祉の増進に寄
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．前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．予防歯科及び予防介護並びに医療に関
する啓発活動
２．予防歯科及び予防介護並びに医療に関
する出版物の発行
３．予防歯科及び予防介護に関する高齢者、
身体障害者、歯科患者及びその家族と歯科
医療機関、医療機関、整骨院、整体院、介護
事業所、介護施設及び行政機関等との地域
社会ネットワーク事業
４．高齢者及び要介護者に対する通院の為
の補助サービス事業 
５．高齢者と地域住民との交流を図る事業 
６．歯科医療機関、介護事業所及び介護施
設への運営相談事業
７．高齢者等の生活環境の構築、改善に必
要と思われるものの支援事業
８．介護事業所、病院等に対する支援事業
９．その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

○ ○ 2010/10/14 2011/1/25 2011/2/8 12月31日 認証済み

153
特定非営利活動法人暮らしの
樹

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
ラシノキ

中原　満里子
久留米市合川町１１０６番地
４

久留米市

この法人は、障害のある人が、地域で
安心してこころ豊かに生活できるよう
に、特に、最も支援が遅れている精神
障害者を中心にして、さまざまな問題を
一緒に考え、地域での生活や就労への
移行を支援することにより、誰もが安心
して暮らせる、真に豊かで自立した社
会作りを目指します。

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．子どもの健全育成を図る活動 
５．情報化社会の発展を図る活動 
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．精神障害者及び高齢者等の生活相談事
業
２．精神障害者の社会参画推進事業
３．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
４．障害者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業
５．介護・福祉専門職の教育研修事業
６．インターネット利用による地域との係り等
情報発信事業
７．第３条の目的を達成するために必要な指

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2010/10/22 2011/1/27 2011/2/10 3月31日 認証済み

154
ＮＰＯ法人ヒューマンロコモー
ション研究所

エヌピーオーホウジンヒューマンロ
コモーションケンキュウショ

吉塚　亮一
太宰府市観世音寺４丁目１５
番２５号

太宰府市

この法人は、身体活動、中でも足部若
しくは脚部に焦点を当てた事業を展開
し、年齢や障がいの有無を問わず全て
の人々の健康・保健・医療・福祉の増進
を図ると共に、子どもたちの健やかな成
長に資する事業を行うことにより、地域
社会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）科学技術の振興を図る活動
（３）学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
（４）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．健康カウンセラー、ボディケアトレーナー
等の健康増進をサポートする人材の育成や
普及啓発及び認定に関する事業 
２．健康カウンセラー、ボディケアトレーナー
に関する情報の収集、提供及び宣伝事業
３．健康カウンセラー、ボディケアトレーナー
に関する相談及び派遣事業
４．健康カウンセラー、ボディケアトレーナー
に関する連絡、調整及び助成事業
５．健康カウンセラー、ボディケアトレーナー
に関する他団体との交流、連携及び協力事
業
６．健康増進を目的とする福祉用具の研究、
開発及び販売に関する事業 
７．子供の健康相談、療育・食育に関する事

１．物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ 2010/10/26 2011/1/27 2011/3/23 9月30日 認証済み

155 ＮＰＯ法人ニューオンブズマン
エヌピーオーホウジンニューオン
ブズマン

久野　芳幸
遠賀郡芦屋町幸町８番Ａ－３
３号

芦屋町

この法人は、多くの市民に対して、地方
公共団体等に関わる不当な行為や不
正を厳しい目で監視し、厳然たる事実
を明るみにすることおよび地域活性化
を意識した催し等を行うことにより、健
全な市民生活および豊かなまちづくり
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．地域安全活動
３．消費者の保護を図る活動
４．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．地方公共団体等に対する情報公開請求
２．開示された情報の分析
３．監査委員等に対する監査請求 
４．行政訴訟の提起及び支援
５．会員相互及び他団体等との情報交換・経
験交流及び共同研究
６．地域住民への講演会等啓発事業
７．まちづくり、地域活性化に関するイベント
の企画運営事業
８．その他、本会の目的を達成するために必
要な事業

１．物品販売事業
２．飲食事業

○ ○ ○ ○ 2010/11/1 2011/1/27 2011/2/7 3月31日 認証済み

156
特定非営利活動法人もやい結
び

トクテイヒエイリカツドウホウジンモ
ヤイムスビ

織間　修 飯塚市南尾３３７番地９ 飯塚市

この法人は、障害者及び高齢者や子供
達に対して、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、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．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
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．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
６．地域安全活動
７．経済活動の活性化を図る活動
８．消費者の保護を図る活動
９．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
１０．子どもの健全育成を図る活動
１１．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　障害者や高齢者の社会参加支援に関す
る調査・研究事業
２　障害者や高齢者の社会参加支援に関す
る教育事業
３　障害者や高齢者の社会参加支援モデル
の普及・啓発事業
４　障害者や高齢者の社会参加支援モデル
の実践事業
　①障害者支援施設の経営
　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
サービス事業の実施
　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地域生活
支援事業の実施
　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
支援事業の実施
　⑤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
　⑥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 
　⑦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
　⑧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
　⑨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

１．バザー等物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ 2010/12/7 2011/3/9 2011/3/24 3月31日 認証済み

157 ＮＰＯ法人福岡ふれんず
エヌピーオーホウジンフクオカフレ
ンズ

古川　弘幸 古賀市薦野１１４１番地 古賀市

この法人は、高齢者や障がいをもった
方々を中心とした広く一般市民を対象と
して、活き活きとした活力のある人生を
過ごしてもらうために活動を行う。介護
や看護状態にならないための健康づく
りのための事業、セミナー、講演等を行
う。また就労支援のための教室や雇用
促進事業を行う。高齢者には自宅で元
気に過ごしてもらえるように、住宅補修
や片付け等の事業を行い、よりよい生
活環境を整え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)　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)　環境の保全を図る活動 
(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、障がい者その他一般市民の体
力増進事業
②　高齢者及び障がい者の安否確認事業
③　退職者等に関する労働の提供事業
④　退職者、障がい者等に関する労働の情
報収集提供事業
⑤　退職者、障がい者等に関する労働の相
談支援事業
⑥　退職者、障がい者等に関する技能取得
事業
⑦　退職者、障がい者その他一般市民の生
活環境改善事業

①　物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2011/3/3 2011/6/6 2011/6/8 5月31日 認証済み

158
特定非営利活動法人福岡県高
齢者グループホーム協議会

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クオカケンコウレイシャグループ
ホームキョウギカイ

大谷　るみ子
大牟田市沖田町４９２番地グ
ループホームふぁみりえ内

大牟田市

この法人は、行政や関係団体などとの
協働を図り、認知症の人や家族へのケ
アやサービス向上のための調査・研究
及び研修、社会に向けた啓発活動など
を行うことにより、グループホーム事業
者全体の質の向上を目指し、同時に認
知症でも安心して暮らせる地域づくりに
貢献し、又火災や広域災害時における
相談・援助活動・その他、地域活動など
支援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．前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．グループホーム間の連携・交流事業
２．認知症ケアの質の向上のための研修・人
材育成事業
３．介護職員や家族等の相談・援助事業
４．認知症の人や家族が安心して暮らせる社
会の実現に向けた地域啓発・交流事業
５．認知症ケアやグループホーム等の発展の
ための調査・研究、政策提言
６．行政や関係団体との協働を促進するため
の事業並びに行政等からの委託事業
７．火災や広域災害時における相談、援助事
業
８．その他、この法人の目的を達成するため

○ ○ 2011/3/30 2011/6/15 2011/6/20 3月31日 認証済み

159
特定非営利活動法人ことばと
リレーションシップの会（通称：
ＮＰＯ法人ことリ）

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
トバトリレーションシップノカイ（ツ
ウショウ：エヌピーオーホウジンコ
トリ）

今村　亜子 太宰府市大字北谷５１番地４ 太宰府市

この法人は、ことばの障がいがある
人々をはじめ、さまざまな障がいをもつ
人たちと、その周囲の人たちに対して、
生活のニーズに即した表現手段やコ
ミュニケーション活動を提案・推進する
ことによって、地域社会との繋がりを拡
げ、豊かな関係性を構築し、社会参加
の促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．文化、芸術またはスポーツの振興
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
運営または活動に関する連絡、助言ま
たは援助の活動

１．言語などの障がいがある人たちをサポー
トする事業
　　（相談、助言、支援、提案、講義・講演、研
修など）
２．障がいに関する情報を整理し発信する事
業
　　（調査・研究、学習会、記録、資料保存、
情報収集・発信、発表など）
３．地域との繋がりを促進する事業 
　　（文化、芸術、スポーツ、遊びなどのイベ
ント、他団体・個人とのネットワーク作り）
４．障がいがある人と共に働く仕組みをつくる
事業
　　（障がいの特性を活かした工程づくり、周
囲の理解を得るための啓発活動など） 
５．障害がある人をサポートする人材の育成
（養成）事業

○ ○ ○ ○ ○ 2011/4/5 2011/7/8 2011/8/1 3月31日 認証済み

160 ＮＰＯ法人サカエ会 エヌピーオーホウジンサカエカイ 伊藤　栄一 飯塚市赤坂８４６番地１３１ 飯塚市

この法人は、福岡県内の住民に対し
て、魅力ある地域社会の実現のための
環境づくり活動や地域活性化に関わる
活動を行い、個性あふれる地域社会の
実現と安心して健やかに暮らせる地域
社会つ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）環境の保全を図る活動
（３）災害援助活動
（４）地域安全活動
（５）子供の健全育成を図る活動
（６）全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）公園、造園、室内空間の装飾の企画設
計及び地域開発、環境整備に関する調査、
研究
（２）建物内外の保守管理警備清掃業務
（３）建物の調査、診断、改修工事の設計事
業の斡旋
（４）地域産業に関する商品の企画･立案並び
に生産・販売の斡旋事業
（５）地域の交流を目的とした各種イベント及
び催事の企画、製作、構成、運営事業
（６）河川･上下水道施設の研究開発･設計、
管理事業の斡旋
（７）災害時の復旧に伴う建築工事及び設備
工事の斡旋事業
（８）地域の中小企業のための市場調査、広
告宣伝に関する業務
（９）青色回転灯を装備した車両による防犯パ
トロール業務
（１０）防犯活動
（１１）その他この法人の目的を達成するため

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2011/5/10 2011/7/29 2011/9/1 3月31日 認証済み

161
特定非営利活動法人ふくろう
の森

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クロウノモリ

田中　寿美
久留米市国分町１９６８番地
２０

久留米市
福岡県久留米市諏訪野町１６
２６番地１

この法人は、福岡県久留米市及びその
近郊において通常の事務所に雇用され
ることが困難な障害者（以下「障害者」
という。）に対して、就労の機会並びに
生産活動その他の活動の機会の提供
を通じて、その知識及び能力の向上の
ために必要な訓練に関する事業を行
い、障害者の社会的自立のために必要
な生活支援や情報の提供及び相談に
関する業務を行うことで、障害者の社
会参加を促進し、福祉の充実に寄与す

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．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．障害者及びその家族等に対する就労支
援・生活支援に係る情報提供ならびに相談
の事業

○ ○ ○ 2011/6/23 2011/9/16 2011/9/22 3月31日 認証済み



162
NPO法人だざいふソーシャルク
リエイション

エヌピーオーホウジンダザイフソー
シャルクリエイション

前田　和範
福岡県太宰府市朱雀４丁目
４番１１号コンフォート朱雀Ａ２
０５号

太宰府市

この法人は、太宰府市在住者等に対し
て、人材育成や生活支援などの事業を
通して、地域のコミュニティの形成とさら
なる強化を図る。また、NPO・ボランティ
アの運営全般に関する支援(助言、事
務代行など)と支援をおこなう施設運営
を受託するとともに、各種公共施設の
運営受託を図り、市民公益活動に貢献
することを社会的使命とする。

１．社会教育の推進を図る活動
２．環境の保全を図る活動
３．保健、医療または福祉の推進を図
る活動
４．まちづくりの推進を図る活動 
５．特定非営利活動推進法別表第１号
から第１６号の活動を行う団体の運営
または活動に関する連絡、助言又は援
助の活動

１．太宰府地域大学事業
２．生ごみ処理支援事業
３．高齢者等の生活支援事業
４．地域サイト運営事業
５．NPO・ボランティアに対する運営全般に関
する支援事業
６．NPO・ボランティアの支援を行う施設運営
受託事業
７．前条各号に掲げる活動を目的とする公共
施設の運営受託事業

○ ○ ○ ○ ○ 2011/7/28 2011/11/8 2011/11/17 3月31日 認証済み

163 NPO法人ぴーすふる絆
エヌピーオーホウジンピースフル
キズナ

山下　秀信
大牟田市八尻町３丁目２３番
地１

大牟田市

この法人は、広く一般市民に対して、地
域共生、食育、生活支援、里親支援、
人材育成に関する事業を行い、社会全
体の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．環境の保全を図る活動 
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．子どもと高齢者の共生促進事業
２．高齢者及び生活困窮者支援事業
３．里親支援事業
４．子育ての悩みに関する相談会の実施事
業
５．まちづくり及び環境保全に関する調査研
究及び推進事業
６．食育に関わる講演会事業
７．介護保険法に基づく居宅サービス事業
８．介護保険法に基づく介護予防サービス又
は第１号訪問事業及び第1号通所事業
９．介護保険法に基づく地域密着型サービス
事業
１０．介護保険法に基づく地域密着型介護予
防サービス事業
１１．障害者総合支援法に基づく障害福祉
サービス事業
１２．障害者総合支援法に基づく地域生活支
援事業
１３．障害者総合支援法に基づく相談支援事
業

１．バザー、その他物品販売に関
する事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2011/8/5 2011/11/10 2011/11/16 3月31日 認証済み

164 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

165 特定非営利活動法人一心会
トクテイヒエイリカツドウホウジン
イッシンカイ

坂本　一人 直方市大字中泉１０２１－３ 直方市

この法人は、障害者、高齢者及びその
家族、並びに地域住民に対して、自立
と社会参加、生活支援に関する事業を
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 
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．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．障害者に対する無認可作業所の運営事
業
３．グループホームの紹介・斡旋事業
４．障害を持つ人たち及び高齢者の生活支
援・家族支援事業
５．障害者及び高齢者就労支援事業
６．上記に関する団体及び地域住民との交
流、イベントの開催、ものづくり事業
７．その他、この法人の目的を達成するため

○ ○ ○ ○ 2011/9/15 2011/12/19 2012/1/10 3月31日 認証済み

166 NPO法人森の民 エヌピーオーホウジンモリノタミ 今村　敏勝
福岡県久留米市荒木町白口
１５１１番地４

久留米市

この法人は、地域振興を目指す不特定
かつ多数の人々に対して、人、物又は
情報の連携を企画提案する事業を行
い、協働の仕組みづくりを通じて真の地
域活性化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、農山漁村又は中山間地域の振興を
図る活動
６．環境の保全を図る活動
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．国際協力の活動
１０．子どもの健全育成を図る活動 
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．地域振興に関する調査研究に係る事業
２．保健医療、文化、芸術、スポーツ、経済等
を通じての地域活性化事業
３．食・農と福祉施設との連携支援事業
４．農産物の品質、安全性を恒常的に確保す
るための土壌改良堆肥等の試験、研究、製
品化支援事業
５．荒廃化を抑制するための農山村地域へ
の活性化支援事業
６、上記事業に係わる指定管理者等の受託
事業

１．物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2011/9/15 2011/12/19 2012/1/6 3月31日 認証済み

167 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

168
特定非営利活動法人アクアス
スポーツクラブ

トクテイヒエイリカツドウホウジンア
クアススポーツクラブ

中村　千賀子
福岡県三潴郡大木町大字八
町牟田５３８番地１

大木町

この法人は、地域住民に対して、ス
ポーツの振興と健康づくり及び学術、文
化、芸術の振興に関する事業を行い、
地域住民の健康増進及び青少年の健
全育成、体力の向上を図り、健康で明
るく活力に満ちたまちづくりに寄与する
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．まちづくりの推進を図る活動 
６．上記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・健康づくりの活動の企画・運営
及び支援に関する事業
２．スポーツ・健康づくりにかかわる受託事業
及び指導者・講師派遣に関する事業
３．スポーツ・健康づくりの情報収集や発信に
関する事業
４．地域住民の総合的な生涯学習の推進・振
興及び支援に関する事業

１．物品の販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2011/9/29 2011/12/28 2012/1/17 3月31日 認証済み

169
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

170 ＮＰＯ法人ひびお エヌピーオーホウジンヒビオ 日比生　健
福岡県太宰府市五条４丁目
２番５号

太宰府市

この法人は、医療や介護を必要とする
人々、その他の支援を必要とする人々
に対して、自立や発達に必要な事業を
行い、活き生きとした日々を過ごせる地
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．まちづくりの推進を図る活動 
３．経済活動の活性化を図る活動
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．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．医療・福祉事業
　(1)健康保険法に基づく訪問看護事業
　(2)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
　(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障害福祉
サービス事業の受託事業
　(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
支援事業の登録・受託事業
　(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者支
援施設事業
　(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相談
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計画相談
支援事業
　(9)児童福祉法に基づく障害児通所支援事
業
　(10)児童福祉法に基づく障害児入所施設支
援事業
　(11)児童福祉法に基づく障害児相談支援事
業

２．まちづくり事業 
　(1)アシスト事業等による循環・交流事業 

○ ○ ○ ○ ○ 2011/12/13 2012/3/14 2012/3/21 3月31日 認証済み

171 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

172 NPO法人日迎の里
エヌピーオーホウジンヒムカエノサ
ト

林　清一 朝倉市杷木志波２７番地３ 朝倉市 朝倉市杷木志波３３０７番地１

この法人は、地域住民に対して、まちづ
くりの推進を図る地域おこしに関する事
業を行い、地域財産を発掘することに
より、地域ブランド化を推進し、その情
報を発信するプラットホームの役割を果
たすことによって、地域経済の活性化を
図り、地域雇用拡充、ならびに福祉の
増進及び社会教育の推進に寄与する
ことを目的とする。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．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．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．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．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・農・温泉の健康づくり事業
２．地域ブランドの開発事業
３．歴史・文化の研究事業
４．人材育成

１．地域特産物販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2011/12/19 2012/3/19 2012/4/5 3月31日 認証済み

173 特定非営利活動法人Ｔ．Ｍ．Ｆ
トクテイヒエイリカツドウホウジン
ティエムエフ

高岡　政義
福岡県直方市須崎町１２－２
３

直方市

この法人は、障がい者に対して「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」法に基づく事
業や就労支援などを行うとともに、地域
住民に対しても障がい者への理解を促
進させるための啓発事業を行うことで、
障がい者福祉の増進に寄与することを
目的とする。 

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．保健・医療および社会福祉の増進
を図る活動。 
３．社会教育の推進を図る活動。 
４．全角号の活動を行う団体に対して、
活動に関する連絡、助言または支援活
動を行う。

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」に基づく特定相談
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」に基づく就労移行
支援事業
５．障害者に対するグループホーム、ケア
ホーム運営事業
６．障がい者への理解を促進させるための普
及啓発事業
７．その他、第３条の目的を達成するために
必要とされる事業

１．不動産貸付業 ○ ○ ○ ○ 2011/12/26 2012/3/22 2012/4/16 3月31日 認証済み

174
NPO法人久留米ブランド研究
会

エヌピーオーホウジンクルメブラン
ドケンキュウカイ

荒木　康博
久留米市国分町１６５２番地
１１

久留米市

この法人は、一般市民に対して、久留
米市の地域資源を活用したまちづくり
及び、まちづくりに関連するその他の市
民活動を行うと共に、それらを支援する
ことを通じて久留米市の魅力を高め、ま
ちづくりの推進と文化の振興に寄与す
ることを目的とする。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．経済活動の活性化を図る活動 
３．学術・文化・芸術又はスポーツの振
興を図る活動 
４．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
は援助活動

１．まちづくりのプロデュース事業 
２．まちづくりに関するイベント・セミナー事業 
３．まちづくりに関する情報発信事業 
４．まちづくりを推進する商品開発事業 
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．ブランド商品開発販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ 2012/1/12 2012/4/11 2012/4/26 3月31日 認証済み

175 ＮＰＯ法人グランドワーク宗像
エヌピーオーホウジングランドワー
クムナカタ

日南　利幸
福岡県宗像市くりえいと2丁
目3番1号

宗像市

　この法人は、地域住民に対して、従来
行政主体で行われてきた住民サービス
を自発的に補佐する公共施設の維持
管理や清掃活動、自然環境の保護等
に関する事業を行い、住環境の保全と
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）環境の保全を図る活動
（５）地域安全活動
（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）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くりえいと地区の清掃及び防犯活動に関す
る事業
②山田川ウォーキングロードの維持管理活
動に関する事業
③山田川ホタル飼育場の維持管理活動に関
する事業
④山田川緑道親水公園の記念植樹及び維
持管理活動に関する事業
⑤山田川周辺農地の無農薬化推進活動に
関する事業
⑥周辺教育機関との農業体験活動の推進に
関する事業
⑦くりえいと地区ブランド化推進活動に関す
る事業
⑧医療費削減推進進活動に関する事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2012/1/24 2012/4/20 2012/4/24 3月31日 認証済み



176 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

177
特定非営利活動法人宇美こど
も子育てネット・う～みん

トクテイヒエイリカツドウホウジンウ
ミコドモコソダテネット・ウ～ミン

川上　利香
福岡県糟屋郡宇美町貴船二
丁目28番1号

宇美町

この法人は、子どもと保護者に対しての
子育て支援に関する事業等を行うこと
により、子どもの健全な発達を促進す
ること、および保護者の心の安定を図
ることをすすめる。また、子育て支援団
体等との情報交換、地域の関係づくり
を促進することで、子育てしやすい町づ
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．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．学術、文化、芸術、又はスポーツの
振興を図る活動 
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．子どもの健全育成に関する委託事業
２．育児支援についての情報交換の場づく
り、及び情報誌の発行等情報提供に関する
事業
３．育児に関する講習会や講演会等の事業
４．親子の交流促進のレクリエーション開催に
関する事業

○ ○ ○ ○ ○ 2012/2/14 2012/5/14 2012/5/17 3月31日 認証済み

178 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

179
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

180
特定非営利活動法人オンブズ
マンめぐみ

トクテイヒエイリカツドウホウジンオ
ンブズマンメグミ

髙橋　めぐみ 行橋市中央２丁目１２－２４ 行橋市

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
めに必要な介護事業及び自立支援事
業を行い、福祉の増進を図り、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、医療または福祉の増進を図
る活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．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．高齢者及び障害者の働く場作り、交流場
作りを通じての福祉に関する調査研究、運営
事業
２．介護保険法に基づく訪問介護事業
３．介護保険法に基づく介護予防訪問介護事
業及び第１号訪問事業
４．介護保険法に基づく夜間対応型訪問介護
事業
５．障害者総合支援法に基づく障害福祉サー

○ ○ ○ 2012/3/8 2012/6/21 2012/7/2 3月31日 認証済み

181
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

182
特定非営利活動法人安全安心
まちづくり研究会

トクテイヒエイリカツドウホウジンア
ンゼンアンシンマチヅクリケンキュ
ウカイ

坂本　一成
福岡市東区香椎駅前３丁目
３３番１５号

福岡市東区
神奈川県横浜市泉区西が岡
２－９－１

この法人は、個人及び団体並びに自治
体等に対して、犯罪被害の未然防止対
策等に関する事業を行い、地域の安全
性向上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．地域安全活動
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．防犯教室、講習会事業
２．建築物防犯診断、防犯対策アドバイス事
業
３．自治体の安全で安心なまちづくりに関す
る施策への助言、提案事業
４．防犯に対するアドバイザーの養成事業
５．個人及び団体等が自主的に行う防犯活

１．防犯設備の設計及び施工業
者の紹介、斡旋事業

○ ○ ○ 2005/12/15 2006/3/16 2006/3/20 3月31日 認証済み

183
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

184
特定非営利活動法人築上自立
支援センター　ファン

トクテイヒエイリカツドウホウジンチ
クジョウジリツシエンセンター　ファ
ン

野﨑　裕司 築上町大字坂本５１１番地１ 築上町

この法人は、障害があるということだけ
で、本人たちに適した社会参加の場が
少なく、働く能力があるにもかかわら
ず、就労が難しく、能力を発揮すること
ができない人たちに対して、生活及び
職業に関する訓練を行うとともに、就労
の機会を確保することで、障害を持つ
人たちの自立と社会参加の支援及び地
域住民との交流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．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．前各号に揚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規定する障害福
祉サービス事業
２．その他、法人の目的を達成するために必
要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2012/4/24 2012/8/1 2012/8/3 3月31日 認証済み

185
特定非営利活動法人嘉穂希望
の郷

トクテイヒエイリカツドウホウジンカ
ホキボウノサト

柳田　光重 飯塚市秋松３番地４ 飯塚市

この法人は、障害があるというだけで、
本人たちに適した社会参加の場が少な
く、働く能力があるにもかかわらず、就
労が難しく、能力を発揮することができ
ない人たちに対して、生活及び職業に
関する訓練を行うとともに、就労の機会
を確保することで、障害を持つ人たちの
自立と社会参加の支援及び地域住民と
の交流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．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．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．その他、法人の目的を達成するために必
要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2012/5/16 2012/8/23 2012/8/29 3月31日 認証済み

186 ＮＰＯ法人朝倉の会
エヌピーオーホウジンアサクラノカ
イ

岡部　範隆 朝倉市菩提寺６４５番地 朝倉市

この法人は、朝倉市民、周辺住民その
他一般市民に対して、地域伝統文化及
び地域伝統産業の振興並びに食育推
進等に関する事業を行い、朝倉市の雇
用促進、経済振興、環境保全及び子ど
もの健全育成等地域の活性化に寄与
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．環境の保全を図る活動
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．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．地域伝統文化、地域伝統産業に関する調
査・研究事業
２．地域伝統文化、地域伝統産業に関する情
報提供事業
３．地域伝統文化、地域伝統産業に関するイ
ベントの企画・運営事業
４．地域伝統文化、地域伝統産業に関する物
品の製造・販売・輸出事業
５．櫨の木等地域伝統樹木の植栽及び櫨蝋
製品等の製造・販売・輸出事業
６．農地の保全、維持管理業務の受託事業
７．公園の運営管理及び運営管理受託事業
８．食育推進事業
９．その他第３条の目的を達成するために必
要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2012/5/22 2012/8/24 2012/8/29 3月31日 認証済み

187
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



188 ＮＰＯ百千鳥 エヌピーオーモモチドリ 清水　美紗
福岡市東区青葉5丁目16番8
号

福岡市東区
京都府京都市下京区西洞院
通五条上る八幡町521番地1
ライオンズ西洞院五条1001号

この法人は、多種多様な文化が花開く
世界の実現に向けて、画一的ではなく
ゆたかな広がりを持った和文化の醸成
を目指す。このため、古くから培われて
きた日本独自の文化がもつ感性と情趣
をより多くの人に知ってもらい後世に伝
えるとともに、未来に向けた新たな日本
文化の創出を応援することを目的とす
る。なお、この法人の活動においては、
外国人・子ども・障碍児者・高齢者・病
気の方を含むすべての人々に開かれ
た場の創出と、現代社会に即した新た
な文化的取り組みを応援することを重
視する。またこの活動を通じて、グロー
バル化のすすむ国際社会において必
要となる以下の三つの資質を備えた人
材の育成を目指す。一、自らの文化の
歴史と伝統を理解し、自己の拠って立
つアイデンティティーを確立すること。
二、自国の文化を他者にわかりやすく
伝えることができること。三、自国の文
化を知る中で、他の文化に対する寛容

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.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.科学技術の振興を図る活動
9.観光の振興を図る活動
10.全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．和文化に関する体験・講座事業
２．和文化を通じた地域交流・国際交流事業
３．和文化に関する人材育成事業
４．ユニバーサリティ向上に関する人材育成
事業
５．事業の運営上必要となる技能の向上に関
する人材育成事業
６．和文化に関する調査研究事業
７．和文化に関する情報収集、情報提供事業
８．和文化に関するコンサルティング事業
９．ユニバーサリティ向上に関するコンサル
ティング事業
１０．和文化に関する書籍出版事業
１１．和文化に関する物品販売事業
１２．その他本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
2.広告事業
3.寄付事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2003/1/8 2003/4/18 2003/5/28 3月31日 認証済み

189
特定非営利活動法人国際教育
推進協議会

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
クサイキョウイクスイシンキョウギ
カイ

山下　剛史
福岡市中央区白金一丁目12
－29　プチメゾン薬院505

福岡市中央区

沖縄県豊見城市豊見城66
瀬長荘305
大分県大分市大字中戸次
1277番地の48

この法人は、すべての子どもたちが国
際教育の機会が与えられるように国際
規模で援助を行うことを目的とする。ま
た、子どもたちからシニアまで教育支援
に関する事業を行い、教育推進に寄与
することを目的とする。

1.農山漁村又は中産間地域の振興を
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.国際協力の活動
4.子どもの健全育成を図る活動 
5.経済活動の活性化を図る活動 
6.職業能力の開発又は雇用機会の均
等を図る活動 
7.全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.国際交流イベント事業
2.国内外の在住の留学生/児童の日常生活
支援
3.芸術文化、及び生活習慣に関する情報提
供事業
4.国内及び国外のビジネスコンサルティング
事業
5.シニア活動事業
6.海外留学支援事業
7.こども語学体験事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2012/6/22 2012/9/25 2012/9/27 3月31日 認証済み

190 特定非営利活動法人輝望
トクテイヒエイリカツドウホウジンキ
ボウ

三池　由佳利 那珂川市西畑６２８番地２０ 那珂川市

この法人は、二酸化炭素の排出量を抑
制する事業を行い、地球温暖化対策を
推進します。また社会福祉として、身体
的自立支援だけではなく、精神的な自
立を維持し、高齢者自身が生きがいを
持ち、尊厳を保つことができるような福
祉サービスを提供します。人にやさしく
地球にやさしい活動を徹して、すべての
人々が健やかに暮らせる持続可能な
社会づくりと福祉の増進に寄与すること

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．環境の保全を図る活動
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．地球温暖化対策事業
２．高齢者福祉サービス事業
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．電気製品の設置工事事業
２．物品販売事業

○ ○ ○ 2012/6/26 2012/9/26 2012/10/11 7月31日 認証済み

191
特定非営利活動法人こすもす
キッズサポート

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
スモスキッズサポート

梅木　千絵美
大野城市筒井４丁目１４番３
号

大野城市

この法人は、保育を必要とする子ども
に対して、保育所の運営をはじめ適切
な保育に関する必要なサービスを総合
的に提供する事業を行い、子育てに前
向きになれる当事者性を生かした支援
活動、地域参画型の子育て支援、親子
が幸せと思える安定した生活の支援な
ど、児童福祉の充実と向上に総合的に
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．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．保育所の運営事業
２．育児に関する情報の提供、相談などに関
する育児支援事業
３．発達障害児の保育や発達に関する相談
及び自立支援事業
４．その他、この法人の目的を達成するため
に必要な事業

○ ○ ○ ○ 2012/7/9 2012/10/9 2012/10/16 3月31日 認証済み

192 ＮＰＯ法人太宰府アートのたね
エヌピーオーホウジンダザイフ
アートノタネ

牟田　佳子
太宰府市宰府１－３－１３－
２０２

太宰府市

この法人は、地域住民に対して、芸術・
文化の素晴らしさを広め、豊な人間関
係を築くことに関する事業を行い、人に
やさしく、アートのあふれるまちづくりに
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．学術、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．前各号に掲げる行動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．アーティストとの交流及び交流を支援する
事業
２．アート体験を通した地域交流事業
３．芸術活動振興事業
４．絵画・造形教室開催事業
５．スポーツと芸術の融合を推進する事業 
６．行政及び公共団体との連携事業
７．芸術施設の管理運営事業
８．芸術文化に関する情報提供事業 
９．東日本大震災被災地への支援に関する

○ ○ ○ ○ 2012/7/11 2012/10/11 2012/11/8 3月31日 認証済み

193 特定非営利活動法人３Ｋnots
トクテイヒエイリカツドウホウジンス
リーノット

村上　智美
大野城市南ヶ丘３丁目２番２
７号

大野城市

この法人は、現在、文化芸術分野で
個々に活動している多くの表現者一人
一人が持つ得意な力を発掘、集結して
各活動を組織化する事により、作品の
発表等の場や、表現者の育成の場を
開拓するとともに、社会や地域・人々へ
の貢献を主体にした、よりエネルギッ
シュで実り多き活動を行なうことによ
り、芸術を通して地域の人々の豊かな
感性や創造力を育み、新たな地域のふ
れあいの場として、人づくり、地域社会
創りに貢献することを目指します。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．災害救援活動
３．子どもの健全育成を図る活動
４．情報化社会の発展を図る活動
５．経済活動の活性化を図る活動
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．消費者の保護を図る活動
８．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．芸術文化分野で活躍する表現者の活動
に関する事業
２．地域活性化のためのイベント、セミナー開
催事業
３．グリーン、ブルーツーリズムに関する事業 
４．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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2012/8/6 2012/11/6 2012/11/15 6月30日 認証済み

194
ＮＰＯ法人円陣スペースエンジ
ニアリングチーム

エヌピーオーホウジンエンジンス
ペースエンジニアリンクチーム

當房　睦仁
久留米市津福本町２２９０番
地の１

久留米市

この法人は、超小型人工衛星の研究・
開発等を通じ、宇宙開発利用の可能性
を追求し、その価値を具現化すること
で、宇宙に対する県民の関心を高める
とともに、宇宙開発利用及びその啓発・
普及に関する活動を推進することによ
り、科学技術の振興、地域産業の活性
化及び環境の保全を図り、社会発展に
寄与することを目的とする。

１．科学技術の振興を図る活動
２．経済活動の活性化を図る活動
３．情報化社会の発展を図る活動
４．環境の保全を図る活動 
５．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関連する連絡、助言
又は援助の活動

１．宇宙開発・利用に関する啓発・普及事業
２．超小型人工衛星及びその部品の研究・開
発及びその利用に関する事業 
３．超小型人工衛星の打上げと運用に関する
事業
４．上記の事項に係る技術移転・技術支援事
業

１．物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ 2012/9/4 2012/12/4 2012/12/12 11月30日 認証済み

195
特定非営利活動法人国際交流
支援ネットワーク

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
クサイコウリュウシエンネットワー
ク

白岩　和幸
久留米市通町６番２３号栄電
舎ビル４Ｆ

久留米市

この法人は、人道支援と国際貢献を行
うことに対して、生活基盤整備や教育
施設改善に関する事業を行い、主に再
生可能なエネルギー等を中心とした経
済基盤拡充を通じて、人々の交流と相
互理解を促進する。また、社会的に困
難な状況にある人々の自立のための
支援や国境を越えた人々の連帯をは
か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．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．災害救援活動
５．国際協力の活動
６．子どもの健全育成を図る活動 
７．科学技術の振興を図る活動 
８．経済活動の活性化を図る活動 
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．生活基盤拡充事業
２．教育施設改善事業
３．再生可能エネルギー普及促進事業
４．国際協力に関する情報提供事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2012/9/6 2012/12/6 2012/12/12 3月31日 認証済み

196
特定非営利活動法人ボクらの
家

トクテイヒエイリカツドウホウジンボ
クラノイエ

古賀　由美子 大川市大字津７７８番地１ 大川市

この法人は、障害者に対して、居住を
支援し自立させるために必要な事業を
行い、公共の福祉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．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．障害者自立支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業
２．その他、この法人の目的を達成するため
に必要な事業

○ ○ 2012/9/21 2012/12/21 2012/12/25 3月31日 認証済み

197
特定非営利活動法人ピーステ
クノロジー

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ピーステクノロジー

本田　清臣
大野城市中央２丁目５番２８
号

大野城市

この法人は、工学、農学、情報科学な
どの最新の知見を用いた諸活動を通
じ、国内外において生活基盤の確立を
助ける事業を行うことにより、生活の向
上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．環境の保全を図る活動
３．地域安全活動
４．国際協力の活動
５．情報化社会の発展を図る活動 
６．科学技術の振興を図る活動
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．自然災害の被災地の復興を助ける事業 
２．放射能などの環境悪化要因から生活を守
る事業
３．お年寄りの生活の安全性を向上させる事
業
４．途上国における生活基盤を拡充させる事
業
５．ＩＴ技術による生活向上を広める事業 
６．研究者に活動による知見をフィードバック

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2012/12/19 2013/3/19 2013/4/2 3月31日 認証済み

198
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

199
ＮＰＯ法人イベントサポート賑
和

エヌピーオーホウジンイベントサ
ポートニギワイ

荒竹　信之
遠賀郡水巻町二西２丁目９
番１６号

水巻町

この法人は、移動販売事業を通じて一
般市民に対して、市民団体や行政と協
働して交流事業を行うとともに移動販売
新規開業者の育成事業を行うことで経
済活動の活性化を図り、まちづくりの推
進と就労機会の増加に寄与することを
目的とする。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．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．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．移動販売事業者と市民活動団体、行政と
の協働によるまちづくり企画・運営事業 
２．前条各号に掲げる活動を行う他のＮＰＯ
法人及び市民団体等と連携・協力事業
３．移動販売新規開業者の育成指導に関す
る事業
４．移動販売事業者によるイベントの企画・運
営・施行に関する事業

１．物品販売及び斡旋事業
２．広告掲載事業
３．リース事業

○ ○ ○ ○ 2013/1/20 2013/4/24 2013/4/25 1月31日 認証済み

200
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

201 ＮＰＯ法人エイディ エヌピーオーホウジンエイディ 藤川　智恵
田川郡添田町大字添田１１５
４番地１０

添田町

　この法人は、他団体・他事業所・行政
と協働し、情報社会に対応する地域
ネットワークの形成を図り、コミュニティ
活動事業を推進する。また、サロンの
運営を展開し、健康管理・健康増進・生
活環境の向上・改善に対する支援事業
を行う。そして地域の発展、環境改善及
び保全を目的とし、地域に密着した福
祉の充実・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）農山漁村又は中山間地域の振興
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）災害救援活動
（６）地域安全活動
（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）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コミュニティ活動事業
②環境改善・保全活動
③情報社会の発展を図る活動

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2013/3/21 2013/7/9 2013/7/24 3月31日 認証済み

202 ＮＰＯ法人改革プロジェクト
エヌピーオーホウジンカイカクプロ
ジェクト

立花　祐平
宗像市赤間３丁目５番１号エ
スカレント赤間２０４号室

宗像市

この法人は、便利になっていく世の中
の反面で、自然の豊かさ、社会への関
心、他人や地域との関わり合いが失わ
れていくことに危機感を持ち、市民が社
会貢献のために行動できる基盤を作る
ことで、誰もが社会や他人のことを思い
やれる精神を持って行動でき、心豊か
に暮らせる世の中を創出することを目

１．環境の保全を図る活動
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．経済活動の活性化を図る活動 
５．国際協力の活動
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．自然環境保全事業
２．地域防犯事業
３．インターネットを活用した地域活性化事業 
４．市民活動を担う人材及び団体育成と交流
事業

１．ウェブサイト・広報物・映像等
の製作及びコンサルティング事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2013/3/26 2013/7/9 2013/7/22 3月31日 認証済み 認定 絶対値基準 2020/3/19 2025/3/18

203
特定非営利活動法人みなみ
ウィング

トクテイヒエイリカツドウホウジンミ
ナミウィング

有田　泰志
糸島市南風台三丁目8番15
号

糸島市

　この法人は、開発途上国の人々の生
活基盤を支援し、その自立に貢献する
とともに、地域社会における国際理解、
人材育成、経済発展およびコミュニティ
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.災害救援活動
4.国際協力の活動
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.アジアにおける社会的に困難な境遇にある
人々に対する生活基盤確立のための自立支
援事業
2.開発途上国に対する国際協力活動への資
金援助
3.国際協力事業のための人材育成
4.相互の自立に役立つ生産物の交易
5.世界各国の自然災害・社会的危機等による
被災民に対しての緊急支援事業
6.相互理解を深めるための交流並びに国際
協力推進のための社会教育事業
7.生活向上をめざす人々が作る生産物の普
及または紹介を通じた雇用創出事業
8.前各号に掲げる事業に関する情報収集と
提供発信事業

1.物品販売事業・サービス提供事
業
2.会員相互の交流を図る事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2013/4/4 2013/7/23 2013/8/6 3月31日 認証済み

204 特定非営利活動法人寄り添い
トクテイヒエイリカツドウホウジンヨ
リソイ

祝　京子
田川郡添田町大字庄２５３８
番地の１

添田町

　この法人は、高齢者及び障害者に対
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、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　職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
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　介護保険法に基づく訪問介護事業
２　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
３　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
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　介護保険法に基づく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
７　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
８　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
９　介護保険法に基づく居宅介護支援事業
１０介護施設等の管理運営受託事業
１１高齢者福祉に関する情報提供事業
１２高齢者および障害者（児）への相談事業
１３高齢者に関する事業 
１４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
１５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
１６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

○ ○ ○ 2013/4/3 2013/7/9 2013/7/22 3月31日 認証済み



205
特定非営利活動法人三沢遺跡
の森を育む会

トクテイヒエイリカツドウホウジンミ
ツサワイセキノモリヲハグクムカイ

宮川　宏
小郡市三国が丘一丁目１７７
番地

小郡市

この法人は、広く一般市民を対象とし
て、九州歴史資料館周辺の三沢遺跡
の森を通して森林における体験交流事
業、下草刈りや植樹等の保全活動事
業、自然と歴史等の文化教育事業や自
然観察会等による環境教育事業、さら
に普及・啓発事業を行い、体験交流の
場となる森林や池・小川、景観等の維
持保全を図ることで、地域住民の生活
環境と自然環境が調和し、自然と人間
が共生できる豊かな社会の実現に寄与
することを目的とする。

１、環境の保全を図る活動 
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、子供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）環境保全事業
 ①地域自然環境の保全、再生に係る補助制

度の活用と公共サービスの支援活動
 ②地域自然環境の保全、再生に係る調査及

び研究
 ③地域自然環境の保全、再生に係る実施計

画及び実施事業
 ④地域自然環境の保全、再生に係る行政機

関、事業主体、特定非営利活動法人及び市
民ボランティア団体への助言または技術的援
助

 ⑤地域自然環境の保全、再生に係る講演、
出版、教育事業

 ⑥地域自然環境の保全、再生に係る行政機
関、事業主体、研究機関、教育機関、学会と
の交流。 


 （2）体験交流事業
 ①森林における体験交流事業（文化や芸術

事業を含む） 
 ②体験交流に関する情報収集及び情報提供

事業
 ③体験交流に関する調査研究事業
 ④体験交流に関する普及啓発事業
 ⑤体験交流を目的とする団体との情報交換


 （3）環境教育事業

 ①森林の歴史や文化教育事業
 ②自然情報の収集及び情報提供事業
 ③自然観察会や講習会等の開催事業



○ ○ ○ ○ ○ ○ 2013/6/27 2013/9/27 2013/10/9 3月31日 認証済み

206
特定非営利活動法人ふるさと
つくし隊

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
ルサトツクシタイ

青山　博秋
筑紫野市二日市北二丁目４
番６号

筑紫野市

この法人は、相続に関する諸問題の解
決を希望する一般市民に対して、相続
についての知識や啓蒙を深める事業を
行い、当事者が真に理想とする相続の
実現により社会教育の推進及び公共
の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、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、相続に関するセミナーや相談会の開催等
の情報提供事業
２、相続財産である不動産の有効活用や改
善にかかわる事業
３、相続に関する相談事例の調査研究事業
４、その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

１、宅建建物取引業
２、保険代理店業

○ ○ ○ ○ ○ 2013/7/4 2013/10/15 2013/10/25 9月30日 定款変更認証申請中

207
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

208
特定非営利活動法人八女
SUN・SUN

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝﾔﾒｻﾝｻﾝ 久間　一正
八女市上陽町北川内５８９番
地２

八女市

この法人は、近年の人口減少、少子高
齢化、個人の価値観の多様化の進展
による社会情勢の変化に対して、住
民、企業、行政の協力を得て、持続的
な地域の社会及び自然環境改善活動
に関する事業を行い、地域社会の安定
と地域活力の増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．地域安全の活動
７．環境の保全を図る活動
８．国際協力の活動
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．消費者の保護の活動
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．小・中・高等学校及び他団体との環境教
育及び総合学習のための支援・研修事業
２．まちづくりに関する支援・調査研究、提案
事業及び協働事業
３．観光の振興に関する支援・調査研究、提
案事業及び協働事業
４．農山村又は中山間地域の振興に関する
支援・調査研究、提案事業及び協働事業
５．環境芸術を活用した地域振興に関する支
援・調査研究、提案事業及び協働事業
６．地域の安全安心に関する支援・調査研
究、提案事業及び協働事業
７．地域の環境保全・改善に関する支援・調
査研究、提案事業及び協働事業
８．環境教育、環境改善等を通じた国内外の
交流事業
９．情報化社会の発展に関する支援・調査研
究、提案事業及び協働事業
１０．経済活動の活性化に関する支援・調査
研究、提案事業及び協働事業
１１．職業能力の開発又は雇用機会の拡充
に関する支援・調査研究、提案事業及び協働
事業

１．バザーその他物品の販売事
業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2013/8/23 2013/11/22 2013/12/3 3月31日 認証済み

209
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

210
特定非営利活動法人ＮＰＯ経
営支援ネットワーク

トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
ヌピーオーケイエイシエンネット
ワーク

立石　修
久留米市国分町１９０６番地
３　上津ハイツ３０１号

久留米市

この法人は，新しい社会づくりをめざし
て市民活動を展開する特定非営利活
動法人及び地域経済の向上を担う中
小企業・小規模事業者、事業組合等そ
の他これらに活動主体（以下「地域経
済活動主体」という）に対して、創業支
援および経営力強化、改善向上、革
新・再生・再建の支援に関する事業を
行い、もって社会全体の利益の増進に
寄与することを目的とする。

１．この法人は、前条の目的を達成す
るため，特定非営利活動促進法の別
表第１号から第１８号までに掲げる活
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。 
２．経済活動の活性化を図る活動。

１．特定非営利活動法人及び地域経済活動
主体の経営活動に関する情報の収集、提
供、調査、分析、研究
２．特定非営利活動法人及び地域経済活動
主体の経営活動に関する相談、指導 
３．特定非営利活動法人及び地域経済活動
主体の経営活動に関する教育研修企画・実
施
４．特定非営利活動法人及び地域経済活動
主体の経営活動に関する計画策定、提言 
５．特定非営利活動法人及び地域経済活動
主体の経営活動に関する協働、ネットワーク

○ ○ 2003/1/20 2003/4/28 2003/5/1 3月31日 認証済み

211 NPO法人 絆・なかがわ
エヌピーオーホウジン キズナ・ナ
カガワ

森　千春
那珂川市片縄北４丁目２番７
号

那珂川市

この法人は、市民活動の担い手の育成
事業や活動を促進する事業を行うこと
で、地域住民が自由かつ主体性を持っ
て関わっていくことができるよりよい社
会の実現へ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、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、地域活性化のためのイベント、セミナー開
催事業
２、市民活動の相談・支援事業
３、地域社会を担う人材及び団体の育成と
ネットワーク構築事業
４、市民活動の調査・研究にかかる事業

１、物品の販売に関する事業 ○ ○ ○ ○ ○ 2013/11/18 2014/2/20 2014/3/5 3月31日 認証済み

212
特定非営利活動法人聖英福祉
会

トクテイヒエイリカツドウホウジンセ
イエイフクシカイ

野口　元
筑後市大字尾島118番地２堤
貸事務所６号

筑後市

この法人は、障害者及び高齢者に対し
て障害者総合支援法・介護保険法に基
づく事業を行うとともに、障害者及び高
齢者が自立した生活を送るための経済
的基盤づくりと地域で生活するために
必要な支援を行う。又、地域に対しては
障害者への理解を深める取り組みを通
して、地域福祉の向上に努め、福祉の
増進と全ての人々が健やかに暮らせる
地域社会づくりに寄与することを目的に
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．まちづくりの推進を図る活動 
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．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．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移動支援
事業
６．ヘルパーの養成と継続的な指導に関する
事業
７．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
８．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
９．介護保険法に基づく居宅介護支援事業

○ ○ ○ ○ 2013/12/20 2014/3/18 2014/3/26 3月31日 認証済み

213
NPO法人健脳リハビリテーショ
ン

エヌピーオーホウジンケンノウリハ
ビリテーション

鹿子生　寛子
太宰府市五条三丁目４番１４
号

太宰府市

この法人は、地域方々や関係各社との
連携により、〝作品展示・イベント・ワー
クショップ・教室等〟又、高齢者支援の
一環として、コンサート等の開催、農業
体験教室の開催、及び市場での農産
物の販売体験を通じ、住民が自由に参
加し幅広い活動や交流が行われる場を
創出することで、地域に暮らす人々がと
もに支えあいながら、安心して暮らして
いくことができる地域づくりを目指しま
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．学術、文化、芸術又はスポーツ振興
を図る活動 
4．災害救援活動
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．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．地域活性化に関する相談、実務支援事業
2．グリーンツーリズムに関する事業 
3．高齢者、要援護者支援活動に関する事業
4. 
①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
②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
③介護保険法に基づく認知症対応型共同生
活介護及び介護予防認知症対応型共同生
活介護事業
④介護保険法に基づく定期巡回・随時対応
型訪問介護看護事業
⑤介護保険法に基づく地域密着型通所介護
事業
⑥介護保険法に基づく居宅介護支援及び介
護予防支援事業
⑦介護保険法に基づく訪問看護及び介護予
防訪問看護事業
⑧介護保険法に基づく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
⑨介護保険法に基づく小規模多機能型居宅
介護、介護予防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(短期
利用)事業
⑩介護保険法に基づく複合型サービス(看護
小規模多機能型居宅介護)及び複合型サー
ビス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利
用)事業
⑪介護保険法に基づく短期入所生活介護事

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2013/12/16 2014/3/20 2014/4/8 6月30日 認証済み

214
特定非営利活動法人The
Flower of a Dream Association

トクテイヒエイリカツドウホウジンザ
フラワーオブアドリームアソシエー
ション

上村　正幸 久留米市天神町１４６ 久留米市

この法人は、子どもをはじめ、社会的に
厳しい環境に置かれて苦しむ世界の
人々に対して、現地のコミュニティや
NGO等と協力して、病院、学校、職業訓
練施設などの設置、給食事業のサポー
トのような各種の支援プロジェクトを行
い、またそれらに対して支援を差し伸べ
る人々を増やすための普及啓発活動を
行う事で、国際社会の健全な発展に寄

１、社会教育の推進を図る活動
２、国際協力の活動
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、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、世界中の社会的弱者に対する医療、教育
等に関する各種支援プロジェクト 
２、世界中の様々な問題に対して支援を差し
伸べる人々を増やすための普及啓発活動
３、その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ 2014/1/7 2014/4/14 2014/4/24 3月31日 認証済み

215
ＮＰＯ法人生活環境ネットＣ＆
Ｃ

エヌピーオーホウジンセイカツカン
キョウネットシーアンドシー

大澤　正明
大野城市緑ヶ丘3丁目12番9
号

大野城市

この法人は、廃棄物問題に関して市民
と行政の情報の共有化を図ることに
よって、実効性の高い廃棄物処理シス
テムを構築することに寄与すると共に、
開発途上国に対して我が国の経験を効
果的に移転することを目的とする。

1.環境の保全を図る活動
2.国際協力の活動
3.情報化社会の発展を図る活動 
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.廃棄物対策に係る専門情報を解説する資
料を作成し開示する事業 
2.生活環境の向上に係るＮＰＯなど市民活動
の実態を調査し情報を開示する事業 
3.アジア等開発途上国の生活様式や廃棄物
処理の実態を調査し情報を開示する事業 
4.国内外のライフスタイルの特徴を解析し、紹
介する事業

○ ○ ○ ○ 2014/2/3 2014/5/12 2014/5/20 3月31日 認証済み

216 NPO法人セブンデイズ
エヌピーオーホウジンセブンデイ
ズ

上村　光康
筑紫野市杉塚５丁目１３番６
号

筑紫野市

この法人は、犬猫等ペットを飼育する
一般市民および犬猫等ペット動物の業
務に携わる業者・団体・行政等に対し
て、犬猫等の動物の診療行為や里親
探しなど動物達の保護・維持に関する
事業を行い、ペットの飼育放棄やそれ
に伴って生じる殺処分の減少、獣畜の
感染症・伝染病の撲滅に寄与すること
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、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、犬猫等ペットへの予防医療行為・不妊治
療行為・その他治療行為を行うための飼育動
物診療施設の運営・経営
２、犬猫等ペットの譲渡会を開催・運営する事
業
３、犬猫等ペット動物の葬儀・火葬を行う事業
４、飼育放棄動物の保護および保護した動物
を維持する事業
５、動物福祉教育を行う事業及び動物福祉教
育に関する人材を派遣する事業 
６、動物の福祉に関する啓蒙活動及び情報
提供事業
７、前各号に掲げる活動を行う団体・行政機

書籍及び物品を販売する事業 ○ ○ ○ ○ ○ 2014/3/18 2014/6/18 2014/7/8 3月31日 認証済み

217
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



218 特定非営利活動法人ハピネス
トクテイヒエイリカツドウホウジンハ
ピネス

平石　清貴
福岡市中央区荒戸１丁目１
番８－４０３号

福岡市中央区 糸島市高田１丁目２７番２号

この法人は、障がいを持つ人々や就労
が困難な人々に対して、自立支援・就
労支援に関する業務を行う。そして、障
がいを持つ方への雇用の機会の拡充、
経済的自立や社会的地位の向上を図
り、障がい者が自信をもって暮らしてい
ける社会づくりに寄与する。また、各種
法人およびその他団体等の設立を支
援し、他団体とのネットワーク形成によ
る業務内容の向上を目指す事業を行
い、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特定相談支
援事業
③障がいを持つ人の自立・就労・職業能力開
発に関する事業 
④障がいを持つ人の就労準備に関する支
援、教育に関する事業
⑤障がいを持つ人を活用するための記帳代
行・資料作成業
⑥障がいを持つ人を活用するための店舗経
営
⑦障がいを持つ人を活用するための生命保
険の募集に関する業務及び契約の締結の媒
介に関する業務 
⑧障がいを持つ人を活用するためのホーム
ページと教育教材の企画・制作・運営
⑨障がいを持つ人を活用するためのデザイ
ン業務
⑩法人およびその他団体等の設立・運営・相
互ネットワークの形成の支援に関する業務
⑪児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
⑫児童福祉法に基づく障害児相談支援事業

①バザー等物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2014/4/11 2014/7/25 2014/8/6 3月31日 認証済み

219 ＮＰＯ法人ドリームハート
エヌピーオーホウジンドリームハー
ト

荒尾　秀樹 飯塚市長尾４73番地１ 飯塚市

　　この法人は、介護保険法や障害者
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介護サー
ビス等の高齢者福祉・障害者福祉に関
する事業を通じて、高齢者および障害
者とその家族、並びに関係者が将来に
｢夢｣を持ち、健やかで生き生きとした生
活を営むことの出来る社会の構築と福
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）　前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　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
③　介護保険法に基づく介護予防訪問介護
事業
④　介護保険法に基づく通所介護事業
⑤　介護保険法に基づく介護予防通所介護
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
⑦　有料老人ホームの設置及び運営に関す
る事業
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指定障害
福祉サービス事業

○ ○ 2014/4/21 2014/7/25 2014/8/12 3月31日 認証済み

220 ＮＰＯ法人ペラーダ大川
エヌピーオーホウジンペラーダオ
オカワ

小原　潤一 大川市大字榎津８１４番地２ 大川市

この法人は、年齢を問わず広く地域住
民に対して、スポーツや文化の普及発
展に関する事業を行い、青少年の健全
育成、地域住民の健康の維持増進、豊
かな生活が出来る社会環境作りの推
進及び「夢・笑顔・元気いっぱい」の地
域作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、学術、文化、芸術、又はスポーツの
振興を図る活動 
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、スポーツ教室、文化教室、各種イベント・
大会及び講習会等の企画・開催事業
２、スポーツ選手・指導者・審判員の育成事
業
３、スポーツと健康に関する調査。研究及び
情報提供事業
４、スポーツ関連施設の管理運営事業
５、前各号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
２、広告掲載事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2014/4/18 2014/7/22 2014/7/23 3月31日 認証済み

221
特定非営利活動法人サイレン
トベアーズスポーツクラブ

トクテイヒエイリカツドウホウジンサ
イレントベアーズスポーツクラブ

工藤　悟朗
行橋市大字東徳永２９０番地
２

行橋市

この法人は、地域の幼児から中学生が
スポーツに関わる活動を通して行える
福祉活動及びスポーツ文化の振興並
びにスポーツの普及・育成、競技力・指
導力の向上に関する事業を行い、活力
ある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）学術、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）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）スポーツ教室開催及び選手・指導者・審
判員の育成に関する事業
（２）スポーツ大会の企画、及び開催の事業
（３）生涯スポーツに関わる問題に関する研
究並びにその具現化を図る事業 
（４）地域小学校でのサッカー指導事業
（５）地域幼稚園での正課体育指導事業
（６）その他この法人の目的を達成するため
に必要な事業

○ ○ ○ ○ 2014/4/28 2014/7/31 2014/8/11 4月30日 認証済み

222
特定非営利活動法人クロー
ザー

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
ローザー

井上　良平 八女市吉田１５２番地１ 八女市

この法人は、地域住民に対して、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、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）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）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介護保険法に基づく居宅サービス及び介
護予防サービス事業 
②介護保険法に基づく居宅介護支援事業
③介護保険法に基づく地域密着型サービス
事業及び地域密着型介護予防サービス事業
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
⑥介護用品及び介護機器の販売並びにレン
タル事業
⑦介護保険法に基づく住宅改修事業及び介
護予防住宅改修事業
⑧有料老人ホームの設置及び運営に関する
事業
⑨各種運動教室等の企画・運営・開催・受託
事業
⑩運動やスポーツイベントの企画・運営事業
⑪福祉有償運送業

①物品の販売事業
②古物商

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2014/5/20 2014/9/4 2014/10/8 9月30日 認証済み

223
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

224
特定非営利活動法人柳川城を
再建する会

トクテイヒエイリカツドウホウジンヤ
ナガワジョウヲサイケンスルカイ

中川　辰藏
柳川市大和町中島１８７３番
地１

柳川市 福岡県柳川市本町１０番地１

この法人は「柳川城」を復元して、国内
はもとよりアジア諸国に近い利点を活
かし観光客増を目指し福岡県および南
筑後の活性化のために寄与することを
目的とする。

(1)まちづくりの推進を図る活動 
(2)経済活動の活性化を図る活動 
(3)環境の保全を図る活動 
(4)社会教育の推進を図る活動 
(5)国際協力の活動
(6)子供の健全育成を図る活動 
(7)雇用機会の拡充を支援する活動 
(8)観光の振興を図る活動 
(9)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、助言の

１、柳川城再建のための広報・啓発活動
２、柳川城再建シンポジウム
３、柳川城再建コンサート

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2014/7/17 2014/10/24 2014/11/12 3月31日 認証済み

225
特定非営利活動法人風治さつ
きの会

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
ウジサツキノカイ

宇都宮　誠 田川市魚町２番３０号 田川市

　この法人は、活力あるふるさとづくり
のため、様々な取り組みや事業を通
じ、青少年健全育成や地域の安全・安
心活動を実施していくとともに、母なる
彦山川の河川環境向上活動など、田川
地域の住民に対して、魅力あふれる地
域づくりに関する公益的事業を推進し、
もって田川地域の活性化に寄与するこ
とを目的とする。

（１）まちづくりの推進を図る活動 
（２）環境の保全を図る活動 
（３）学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
（４）子どもの健全育成を図る活動 
（５）観光の振興を図る活動 
（６）地域安全活動
（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地域活性化イベントの企画運営事業
②循環型環境イベントの企画運営事業
③芸術・文化・スポーツイベントの企画運営
事業
④青少年健全育成イベントの企画運営事業
⑤安全・安心まちづくりイベントの企画運営事
業
⑥まちづくりの推進に関する調査・研究事業 
⑦公的及び民間施設の維持管理業務の受
託事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2014/8/15 2014/11/13 2014/12/24 3月31日 認証済み

226
特定非営利活動法人元気の里
耳納の恵み

トクテイヒエイリカツドウホウジンゲ
ンキノサト　ミノウノメグミ

今村　武憲
久留米市草野町矢作５０６番
地１　草野校区コミュニティセ
ンター内

久留米市

この法人は、草野町の地域資源を活用
したまちづくり及び、まちづくりに関連す
る支援活動を行うと共に、それらを支援
することを通じて地域で暮らす人々に
対して、誇りをもって地域で生きていくこ
とができるよう、また生涯を通じて文化
的な生活が送れるように支援する事業
を行ない、活力ある地域社会の実現に
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）　観光の振興を図る活動 
（３）　農山漁村または中山間地域の振
興を図る活動 
（４）　学術、文化、芸術またはスポーツ
の振興を図る活動 
（５）　社会教育の推進を図る活動 
（６）　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）　地域の景観維持に重要な樹木管理事
業
（２）　地域資源を活用した企画展示事業
（３）　地域資源を活用した体験交流事業
（４）　地域のまちづくり振興を図るイベント事
業
（５）　地域の歴史や文化、イベント等の継承・
支援事業
（６）　公的施設の運営に係る受託事業
（７）　その他この法人の目的を達成するため

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2014/10/7 2015/1/8 2015/1/19 3月31日 認証済み

227 ＮＰＯ法人はーとへるぷ
エヌピーオーホウジンハートヘル
プ

田中　みはる 大川市大字酒見９６番地１ 大川市

この法人は、高齢者、障がい者等社会
的弱者に対して介護、福祉を中心とし
た支援事業を行い、地域社会の福祉の
増進を図り、もって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）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訪問看護事業及び介
護予防訪問看護事業
２、介護保険法に基づく居宅サービス事業 
３、介護保険法に基づく介護予防サービス事
業
４、介護保険法に基づく地域密着型サービス
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、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

バザー、その他物品販売に関す
る事業

○ ○ ○ ○ 2014/12/2 2015/3/5 2015/3/23 3月31日 認証済み

228
ＮＰＯ法人ありあけ子育て支援
センター

エヌピーオーホウジンアリアケコソ
ダテシエンセンター

倉岡　清児
大牟田市大字今山２２５２番
地１

大牟田市

この法人は、子育て世代の親、その子
どもたちに対して、地域に根ざした支援
及び学童保育、食農環境教育等に関
する事業を行い、未来を担う子どもたち
の健全育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．環境の保全を図る活動
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．地域安全活動
６．情報化社会の発展を図る活動
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．経済活動の活性化を図る活動
９．消費者の保護を図る活動
１０．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
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．学童保育事業
２．食農環境教育事業
３．教育コーチング推進のためのイベント開
催事業
４．炭素循環農法推進事業
５．環境問題と健康の啓発のためのイベント
開催事業
６．地域清掃活動事業
７．環境とからだにやさしい商品開発事業
８．不登校、ひきこもり、障害児等に関する事
業
９．地域コミュニティづくりに関する事業
１０．全ての事業の調査研究、情報収集事業
１１．児童福祉法に基づく障害児通所支援事
業

物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2014/12/3 2015/3/5 2015/4/1 3月31日 認証済み

229
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

230
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

231 ＮＰＯ法人田川ブランドラボ
エヌピーオーホウジンタガワブラン
ドラボ

金子　和智 田川市大字夏吉2849番地１ 田川市

　この法人は、田川地域の魅力を全国
の人々に広く発信し、地域資源を活か
したまちおこし活動を通して、田川地域
の活性化と人材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．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．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
は援助の活動

１．地域資源を活用した地域活性化事業
２．地域情報発信事業
３．地域間の相互連携による地域活性化事
業
４．地域活性化に寄与する人材の育成事業

１．特産品等販売促進事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2014/12/25 2015/3/18 2015/4/1 3月31日 認証済み

232 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



233 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

234
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

235
特定非営利活動法人和音
music

トクテイヒエイリカツドウホウジンワ
オンミュージック

長谷川　ますみ
篠栗町大字尾仲471番地6Ｊ
ＧＭシュリアン篠栗102号

篠栗町

この法人は、音楽を通して、人の心に、
夢と安らぎを提供するため、特に高齢
者、心身の障がい者によりよい音楽を
提供し、感動と喜びを共有し合うこと
で、人的交流・心の交流を促進し、地域
社会における人と人との絆を強化し、そ
して音楽文化の向上、社会福祉の増進
及び子どもの健全な育成活動を行うこ
とを目的とする。

(1)　学術、文化又は芸術の振興を図る
活動
(2)　社会教育の推進を図る活動 
(3)　子どもの健全育成を図る活動 
(4)　福祉の増進を図る活動 
(5)　国際協力の活動
(6)　前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に対する助言又は援助
の活動

①リアルタイム又はWeb上での各種音楽コン
サートイベント、各種音楽コンクール、各種セ
ミナー等の開催及び運営に関する事業
②各種認定オーディションの実施及び認定書
の発行に関する事業
③インターネット、SNS、メール等を通じた交
流、広報、啓蒙等に関する事業
④音楽教室に関する事業 
⑤その他この法人の目的達成のために必要
な事業

①音楽に関する物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2015/4/3 2015/7/3 2015/7/17 3月31日 認証済み

236
特定非営利活動法人ウィズ
ア　スマイル

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ウィズ　ア　スマイル

岡田　明浩 福津市津屋崎6丁目5番10号 福津市

この法人は、発展途上国・貧困地域及
び国内の問題を抱える子どもや大人に
対して、国際協力、子どもの健全育成
及び社会教育に関する事業を行い、全
ての人々が夢や希望を持ち、生涯を通
じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄
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）環境の保全を図る活動
（３）子どもの健全育成を図る活動 
（４）まちづくりの推進を図る活動 
（５）国際協力の活動
（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）社会教育の推進を目的とした生涯学習
事業
（２）環境保全を目的とした自然体験活動事
業
（３）子どもの健全育成を目的とした体験活動
事業
（４）まちづくりの推進を目的とした地域交流
事業

（１）物品販売事業
（２）ホームページへの広告掲載
事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2015/4/10 2015/7/23 2015/10/2 3月31日 認証済み

237
ＮＰＯ法人広川町歴史と文化を
守る会

エヌピーオーホウジンヒロカワマチ
レキシトブンカヲマモルカイ

中村　光雄
八女郡広川町大字吉常２６８
番地

広川町

この法人は、広川町民及びその他の住
民に対して、広川町の歴史と文化の保
存活用に関する事業を行い、文化の発
展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、学術、文化の推進を図る活動
３、社会教育の推進を図る活動
４、前各号に掲げる活動を行う団体の
運営または活動に関する連絡、助言、
または援助の活動

１、広川町内の歴史と文化に関する調査・研
究事業
２、広川町内の歴史と文化に関する情報提供
事業
３、広川町内の歴史と文化に関するイベント
の企画・運営事業

○ ○ ○ ○ 2015/4/21 2015/7/31 2015/8/14 4月30日 認証済み

238
特定非営利活動法人国際交流
人材活性計画

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
クサイコウリュウジンザイカッセイ
ケイカク

城野　隆志
糸島市波多江駅北二丁目7
番１－５０１号

糸島市

この法人は、国際交流活動に関心があ
る人に対して、国際交流活動への参加
を促すことに関する事業を行い、外国
人旅行者・在留者が増える日本におい
て、 
日本人と外国人の相互理解を深めるこ
とに寄与することを目的とする。

（１）観光の振興を図る活動
（２）額実、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
（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）まちづくりの推進を図る活動 
（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）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地域国際交流活動に関する情報提供事業
②地域の特色に関する情報発信事業
③国際交流活動人材の就労支援事業
④国際交流に関するイベントの企画・運営事
業
⑤国際交流に関する調査・研究事業

①物品販売事業
②広告掲載事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2015/5/7 2015/8/19 2015/9/3 3月31日 認証済み

239
特定非営利活動法人三池港未
来のまちづくり会

トクテイヒエイリカツドウホウジンミ
イケコウミライノマチヅクリカイ

入江　裕二郎
大牟田市三川町５丁目１４番
地

大牟田市

この法人は、大牟田を中心として近隣
の市町村の歴史と文化の伝承というも
のから三池港を中心にして地域住民と
協働してまちづくりに取り組む。有明海
を母なる海として、地域文化の振興と育
成などの取り組みを通して商店街の振
興、さらには、未来社会を夢と希望の有
る社会にしていくための子どもたちの支
援事業、商店街と市民活動団体等の育
成のためのまち育て等に関する事業を
行い、近隣市町村や市民活動団体等と
の協働によるまちづくり事業に寄与す
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．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、三池港及び三池港周辺のまちづくり事業 
２、港まつり事業
３、三池港及び三池港周辺地域の植林と整
備等事業
４、人材育成推進事業
５、市民協働のワークショップ事業
６、起業支援事業
７、地域コミュニティづくり事業
８、自然環境整備事業
９、文化の振興事業
１０、人材派遣事業
１１、その他この法人の目的を達成する為に
必要な事業（まち育て関連事業）
１２、地産地消のための物品販売事業
１３、地域経済交流のための物品販売事業
１４、循環型資源活用事業（地産地消等）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2015/6/18 2015/9/17 2015/10/9 3月31日 認証済み

240
特定非営利活動法人環境未来
センター“希望”

トクテイヒエリカツドウホウジンカン
キョウミライ“キボウ”

大中幸子
福岡市博多区奈良屋町２番
１６号

福岡市博多区
東京都千代田区一番町８番
地１５

この法人は、地球環境に関する諸々の
問題に立ち向かい、それらの問題点を
真正面で捉え、広い領域で可能な解決
方法や技術を探究し、かつ、それらを
持って行動に移すために多くの人々
（国内外）のネットワークを形成すること
によって地球環境の保全、改善に寄与
することを目的とする。

（１）環境の保全を図る活動 
（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）文化、芸術またはスポーツの振興
を図る活動 
（５）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、助言又
は援助の活動

（１）環境保全の実践を主眼とした活動を行な
う為、国内外に環境未来センタ　ー“希望”の
ネットワークを構築します。 
（２）国内外のセンターを通じ、海外研究機関
等との連携を行い、未来技術、環境技術の情
報収集、発信を行います。 
（３）国内外のセンターを通じ、国際協力に役
立つ人間の育成を行ないます。 
（４）国内外のセンターを通じ、自然破壊のな
い自然農法の普及を考えます。 
（５）国内外のセンターを通じ、特に僻地での
医療環境を見つめ直し、医療機器、医薬品等
の支援を行ないます。 
（６）国内外のセンターを通じ、地域の芸術、
文化の重要性、特に環境に配慮した芸術文
化の普及を目指します。 
（７）前項第４条の活動を支えるため、講習
会、シンポジウム、セミナー等の
開催を行ないます。 
（８）前各号に掲げる情報発信の手段として
ニュースレターの発行、ホームページの公開
を行ないます。

○ ○ ○ ○ ○ 2001/5/17 2001/8/21 2001/8/31 3月31日 認証済み

241
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

242
特定非営利活動法人One
Blood Runners

トクテイヒエイリカツドウホウジンワ
ンブラットランナーズ

川原　孝司
久留米市江戸屋敷２丁目５
番１４号

久留米市

この法人は、環境問題、地域、もしくは
地域住民や子供に対して、環境問題回
復、よりよい社会環境、地域交流の場
を設けることでより充実した人間関係を
創造するため、スポーツ活動に関する
事業を行い、広く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）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）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）まちづくりの推進、環境の保全に関する
調査・研究及び情報提供事業
（２）子どもの健全育成、スポーツの振興に関
する情報提供事業
（３）スポーツ大会や地域美化活動の企画・運
営事業

○ ○ ○ ○ ○ 2015/7/13 2015/10/19 2015/11/13 3月31日 認証済み

243
NPO法人久留米アザレアス
ポーツクラブ

ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝｸﾙﾒｱｻﾞﾚｱｽﾎﾟｰﾂｸ
ﾗﾌﾞ

南　孝輔
久留米市本山１丁目１３－１
サンライズ藤光２０２号

久留米市

この法人は、障害の有無などに関わら
ず、地域の幼児から中高年齢者までの
すべての人に対して、スポーツ教室を
実施し、スポーツ選手の育成や指導者
養成に関する事業を行い、スポーツ・レ
クリエーションの普及・振興を通じて、不
特定かつ多数の者の利益の増進に寄
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．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
４．子どもの健全育成を図る活動
５．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．スポーツ及び文化の振興に関する事業
２．スポーツクラブの運営に関する事業 
３．スポーツイベントの企画・運営事業
４．地域奉仕活動の実施
５．公的スポーツ・文化施設の管理・運営受
託

○ ○ ○ ○ ○ 2015/8/26 2015/11/26 2015/12/18 3月31日 認証済み

244 ＮＰＯ法人日本九援隊
エヌピーオーホウジンニホンキュ
ウエンタイ

肥後　孝
大野城市瓦田二丁目４番２６
号

大野城市

この法人は、広く一般住民に対して、災
害に関する啓発活動を行い、災害発生
に際しては、災害救援に関わる人員派
遣に関する事業を行い、国内の災害救
援ボランティアリーダーを育成し、また、
外国人に対して、災害救援ボランティア
活動を通して、防災・被災地支援教育
などの国際協力の活動を行い、以て、
国際社会と地域社会の安定と社会福祉
の増進に寄与することを目的とする。

（１）災害救援活動
（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）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）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災害救援の為の人員派遣事業
②災害救援の為の人員養成事業
③防災・被災地支援に関する講座開催及び
講師派遣
④災害に強いまちづくりの為の講座開催及び
講師派遣
⑤農業災害ボランティアの養成事業
⑥外国人の為の防災・被災地支援教育事業
⑦被災地域の復興支援事業
⑧災害救援活動の調査及び研究
⑨法人活動に関する情報発信並びに啓発活
動

①物品販売業
②料理飲食業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2015/10/4 2016/1/8 2016/1/22 3月31日 認証済み

245
特定非営利活動法人久留米筑
後観光開発千歳の会

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
ルメチクゴカンコウカイハツチトセ
ノカイ

牛嶋　英孝
久留米市国分町５１８番地１
エイコーハイツ１０１号

久留米市

この法人は、久留米市を、中心とする
筑後地域の観光資源の存在を調査研
究、発掘をして、その結果を全国に情
報提供していくことで、素晴らしい筑後
平野の雄となる、久留米市の存在を知
らしめる。また、市民に対しては、久留
米地域の観光、文化資源を調査し資料
として整理し、事業の起業資産として役
に立つ情報として提供し、久留米地域
の経済活動を活性化させ、また久留米
地域の経済市場を拡大させるのに役立

１．経済活動の活性化を図る活動 
２．観光の振興を図る活動
３．まちづくりの推進を図る活動 
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．久留米市、筑後地域の観光資源に関する
調査研究事業
２．久留米市、筑後地域の観光資源に関する
情報発信事業
３．久留米市、筑後地域の観光開発に関する
イベントの企画、運営事業

○ ○ ○ ○ 2015/10/6 2016/1/7 2016/1/18 3月31日 認証済み

246
特定非営利活動法人古賀市ス
ポーツ協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ガシスポーツキョウカイ

木下　忠 古賀市中央２丁目１３番１号 古賀市

この法人は、古賀市における社会体育
の普及発展を図り、競技力の強化、ス
ポーツ関係団体相互の協調と市民の
融和、および青少年の健全育成に寄与
するとともに、市民の健康づくりとス
ポーツ精神の高揚を図ることを目的と
する。

（１）学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
（２）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）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市内各種スポーツ大会の主催
②古賀市教育委員会のスポーツ、健康づくり
に関する委託事業
③各種スポーツの普及発展のため、講座や
教室の開催
④各種スポーツ技術向上に関する指導、研
究事業
⑤各種スポーツ施設の拡充に関すること
⑥スポーツ施設の維持管理に関する事業 
⑦各地域やスポーツクラブの支援に関するこ
と
⑧スポーツ、レクリェーションに関する広報活
動
⑨ジュニアスポーツの育成、指導、ならびに
シニアの健康づくりの推進

①物品、書籍等の販売事業 ○ ○ ○ ○ 2015/11/6 2016/2/16 2016/2/19 3月31日 認証済み

247
特定非営利活動法人セルプセ
ンター福岡

トクテイヒエイリカツドウホウジンセ
ルプセンターフクオカ

叶　義文
大牟田市大字今山４３６８番
３号

大牟田市

この法人は、福祉施設等で障害者が就
労する各種事業(以下、「社会就労事
業」という。)を振興することにより、地域
における障害者の就労の確保、維持及
び工賃向上に取り組み、社会的・経済
的自立の促進を図るとともに、県民に
対する障害者への理解並びに自立支
援のための啓発活動を行い、もって地
域における障害者福祉の増進に寄与
し、誰もが平等で安心して暮らせる共生
社会の推進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）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）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　社会就労事業の促進及び普及に関する
事業
②　社会就労事業に従事する者等への研修
に関する事業
③　障害者の経済的自立、就労支援、障害
者雇用等、障害者の福祉に関する県民への
啓
発や理解促進を図る広報事業
④　社会就労に関する調査・研究ならびに情
報の収集および提供に関する事業 
⑤　事業所の製品・作業の開発、販路の拡大
や開拓、斡旋および普及に関する事業 
⑥　事業所の共同受発注に関する相談及び
調整に関する事業
⑦　関係行政機関、団体等との連携に関する
事業

○ ○ ○ ○ 2015/12/1 2016/3/1 2016/4/1 3月31日 認証済み

248
特定非営利活動法人小保・榎
津藩境のまち保存会

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ボ・エノキヅハンザカイノマチホゾ
ンカイ

中村　隆志 大川市大字小保173番地 大川市

この法人は、大川市小保・榎津地区の
住民や大川市民及びこの地域を訪れる
皆様等に対し、歴史ある藩境の町並み
景観の保全、住環境の整備、個性的で
魅力あふれるまちづくり事業を行い、藩
境の町の歴史的遺産を後世に引き継ぐ
とともに景観再生、元気再生に寄与す
ることを目的とする。

(1)　まちづくりの推進を図る活動 
(2)　観光の振興を図る活動 
(3)　学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
(4)　環境の保全を図る活動 
(5)　経済活動の活性化を図る活動 
(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　個性的で魅力あふれるまちづくりの推進
に関する事業
②　小保・榎津地区の歴史的な町並みの活
用に関する事業
③　木工業の発祥の地としての啓発に関する
事業
④　町並みの景観・環境の保全に関する事
業
⑤　小保・榎津地区住民の交流並びに情報
交換に関する事業 
⑥　各種まちづくり団体との交流並びに情報
交換に関する事業
⑦　施設の維持管理に関する事業

①物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2015/12/25 2016/3/16 2016/4/1 3月31日 認証済み

249
特定非営利活動法人しょうが
い者と共に生きる「みんなのか
えるランド」

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ショウガイシャトトモニイキル「ミン
ナノカエルランド」

野田　利郎 小郡市三沢４１５１番地１ 小郡市

この法人は、障害者に対し、教育及び
生活相談、生活支援等の活動を通し
て、障害者の社会参加と自立に向けた
事業を行い、「共に生き、共に学ぶ」社
会作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）子どもの健全育成を図る活動 
（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障害者の教育に関する事業 
②障害者の生活相談・生活支援に関する事
業
③障害者のためのリサイクル品販売事業
④障害者の理解を深めるための啓発活動に
関する事業
⑤障害者団体との連携活動に関する事業 
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等に基づく相談支援
事業
⑦障害者の日常生活及び社会生活を総合的

○ ○ ○ 2016/1/4 2016/4/1 2016/4/19 3月31日 認証済み

250 特定非営利活動法人心と絆
トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
コロトキズナ

中嶋　太 嘉麻市飯田４０５番地１ 嘉麻市

この法人は、広く市民を対象に、農業
への理解を深める活動と安心・安全な
農産物の生産・加工・販売に関する事
業を行うとともに、高齢者や障害のある
人に働く場所を提供し、遊休農地を活
用することにより、地域の活性化に寄
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）農山漁村又は中山間地域の振興
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市民に対する農地の貸出しに関する事業 
②市民に対する農業技術の普及に関する事
業
③市民との農業を通じた交流イベント 
④その他上記事業に付随する事業

①農産物の生産・加工・販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2016/1/14 2016/5/2 2016/5/16 3月31日 認証済み



251
特定非営利活動法人レイズサ
ポートnet

トクテイヒエイリカツドウホウジンレ
イズサポートネット

石松　健児
志免町東公園台２丁目７番３
号２階

志免町

この法人は、高齢者・障がい者・子供な
どサポートを必要とする方すべてに対し
て、地域で安心して生活できる環境を
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）まちづくりの推進を図る活動 
３）災害救援活動
４）地域安全活動
５）子どもの健全育成を図る活動
６）情報化社会の発展を図る活動
７）職業能力の開発又は雇用機会に拡
充を支援する活動
８）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次の居宅サービス事
業
①訪問介護事業
②訪問入浴介護事業
③訪問看護事業
④居宅療養管理指導
⑤通所介護事業
⑥福祉用具貸与事業
⑦特定福祉用具販売事業
２）介護保険法に基づく次の介護予防サービ
ス事業
①予防訪問介護事業
②介護予防訪問入浴介護事業
③介護予防訪問看護事業
④介護予防居宅療養管理指導
⑤介護予防通所介護事業
⑥介護予防福祉用具貸与事業
⑦特定介護予防福祉用具販売事業
３）介護保険法に基づく次の地域密着型サー
ビス事業
①夜間対応型訪問介護事業
②認知症対応型通所介護事業
③小規模多機能型居宅介護事業
４）介護保険法に基づく次の地域密着型介護
予防サービス事業　 
①介護予防認知症対応型通所介護事業
②介護予防小規模多機能型居宅介護事業
５）障害者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業
①指定障害福祉サービス事業
②指定相談支援事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2016/5/8 2016/8/8 2016/8/23 7月31日 認証済み

252 ＮＰＯ法人Knot Asia
エヌピーオーホウジン　ノットエイ
ジア

松尾　智惠美、大村和弘飯塚市枝国４３９番地 飯塚市

この法人は、訪日外国人や海外で暮ら
す人々に対して、医療通訳に関する事
業を行い、世界中どこでも安心して日
本の高度な医療を受診出来る世界を
創造することに寄与するとともに、国際
協力活動を通して、開発途上国を中心
とした貧困地域の医師や医療従事者の
医療技術レベルの向上を図り、一人で
も多くの人が豊かに暮らす事が出来る
社会の構築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)国際協力の活動
(3)災害救援活動
(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)子供の健全育成を図る活動 
(6)以上の活動を行う団体の運営又は
活動に関する連絡、助言または援助の
活動

①　医療通訳事業
②　開発途上国における医師、看護師、その
他スタッフに対する教育事業 
③　国際協力活動に寄与する人材を育成す
る事業
④　適切な医療を受ける事が困難な地域、
人々への医療支援事業
⑤　この法人の活動に関する普及啓発事業
⑥　その他目的を達成するために必要な事
業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2016/5/13 2016/8/17 2016/8/31 3月31日 認証済み

253
特定非営利活動法人うきはの
あん

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝｳｷﾊﾉｱﾝ 太田唯己 うきは市吉井町１３６６番地１ うきは市

この法人は、うきは市地域で事業をお
こなう企業、団体、一般市民に対して、
まちづくりプランニング、地域資源の価
値を高める商材開発、認知度促進のプ
ロモーション、事業プロデュース等の支
援活動とＩＴによる新しいプラットフォー
ムを形成することによって、地域の経済
発展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、情報化社会の発展を図る活動
３、経済活動の活性化を図る活動 
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、地域資源を行かした商品等の研究開発事
業
２、地域経済活性化のプロモーション支援事
業
３、創業・起業のためのコンサルティング事業 
４、その他、目的を達成するために必要な事
業

○ ○ ○ ○ 2016/6/14 2016/9/27 2016/10/11 12月31日 認証済み

254 NPO法人アーチリンク
エヌピーオーホウジン　アーチリン
ク

青木　日吉
糸島市二丈福井１１３７番地
４

糸島市

この法人は、単身者、高齢者、母子家
庭、父子家庭及び生活困難者に対し
て、相互扶助に関する事業を行い、生
活に係る問題の改善や解決を図り、生
活の向上と幸福感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）　地域安全活動
（３）　消費者の保護を図る活動
（４）　前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見守りサポート事業に関する調査・研究 
②見守りサポート事業に関する相談事業or
普及啓発事業
③見守りサポート事業
④見守りサポート事業に係るボランティアに
関する情報提供
⑤ネットワークづくりの交流会

（１）広告宣伝事業
（２）リース事業

○ ○ ○ ○ 2016/6/21 2016/9/27 2016/10/11 3月31日 認証済み

255
特定非営利活動法人キャンバ
ス

トクテイヒエイリカツドウホウジン
キャンバス

田原　誠治
田川市大字伊田２７９２番地
１

田川市

この法人は、障がい者及びその家族、
並びに地域住民に対して、障がい者の
自立と社会参加、生活支援、権利の擁
護に関する事業を行い、障がい特性に
応じたニーズを的確に把握し、これまで
培ってきた専門性を発揮し、障がい者
本位の視点に基づく障がい福祉サービ
スを提供し、従来よりもさらに地域社会
の中で障がい者との共存を実現し、誰
もが住みよい社会を創造することに寄
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)環境の保全を図る活動 
(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障害者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビス 
②障がい者に対する終了訓練事業
③グループホームの紹介・斡旋事業
④障がいを持つひとたちの生活支援・家族支
援事業
⑤障がい者就労移行事業
⑥生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮
者支援サービス事業 
⑦上記に関する団体及び地域住民との交
流、イベントの開催、ものづくり事業 
⑧その他この法人の目的を達成するために

○ ○ ○ ○ ○ 2016/6/30 2016/10/6 2016/10/17 3月31日 認証済み

256 ＮＰＯ法人福岡教育サポート
エヌピーオーホウジンフクオカキョ
ウイクサポート

森　茂男
春日市須玖南８丁目５４－２
－２０２

春日市

この法人は、進学を目指しているが、教
育を受ける環境や、就学の機会に恵ま
れない子どもたちに対して、学習の場を
安価で提供し、子どもたちの学力の向
上に寄与するとともに、子どもたちの将
来の選択肢の拡大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）子どもの健全育成を図る活動
（３）学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
（４）情報化社会の発展を図る活動
（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）学習塾事業
（２）学習・教育に関する情報収集及び提供事
業
（３）奨学金貸与事業
（４）子ども支援活動を目的とする企業、団
体、教育機関、行政などとの交流事業
（５）パソコン教室による就学支援事業
（６）スポーツ教室及び大会等の開催に関す
る事業

○ ○ ○ ○ ○ 2016/7/13 2016/10/13 2016/10/17 3月31日 認証済み

257
特定非営利活動法人九州国立
博物館を愛する会

トクテイヒエイリカツドウホウジン
キュウシュウコクリツハクブツカン
ヲアイスルカイ

川添　廣志
太宰府市御笠五丁目３番１
号

太宰府市

この法人は、九州国立博物館（以下九
博と略する）を愛するものが集い、より
身近で親しみある博物館の発展を願い
事業を行う。併せて九博をシンボルとし
た地域の発展と、文化の向上、並び
に、交流による市民と九博との相互理
解に寄与することを目的とする。さらに
これに必要な人材育成に努める。

（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）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

①九博支援事業
九博と地域との「かけはし」として、様々な広
報や支援活動、九博への提案等を行う。 

②まちづくり交流事業 
ア　九博を中心とした包括的なまちづくりを推
進する為、地域各種団体、行政と交流・連携
を図る。その為に必要な、調査、研究、活動
を行う。 
イ 九博のコンセプト「日本の文化形成をアジ
ア史的視点からとらえる」から見据え、市民サ
イドからアジアとの交流事業を実施し、まちづ
くりに活かす。 

③つくしびと育成事業
ア　九博と地域を愛し、地域の発展と文化の
向上を担う子ども達を将来の「つくしびと」（地
域につくし、ひとにつくし、九州の地につくす。
そのことに生き甲斐・やり甲斐を感じて動く者
のこと）として国際性豊かな人材を育成する。 
イ　九博のある地域ならではの各種勉強会・
研修会の開催を通じ、自らが生涯学習を楽し
く率先する。 

④その他この法人の目的達成に必要と認め

物品、イベントの企画販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2016/8/8 2016/11/10 2016/12/1 3月31日 認証済み

258
ＮＰＯ法人本と人と地域をつな
ぐハッピーフェイス

エヌピーオーホウジンホントヒトト
チイキヲツナグハッピーフェイス

田村　幸光
太宰府市梅香苑２丁目１５番
７号

太宰府市

この法人は、広く市民に対し、図書館を
活動の中心とし本に関心を持つ個人や
団体等と連携を図りながら交流と学習
の機会をつくり、読書環境づくり及び地
域文化の継承に努めることにより、子ど
もを育てやすい地域社会の形成に寄与
することを目的とする。

１．社会教育の推進を図る活動 
２．学術、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．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社会教育の推進事業
②お話会や講座、講演会等の自主企画事業
③子育て支援事業
④レクリエーションの普及奨励、広報啓発、
情報提供
⑤公の施設の管理運営に関する事業

○ ○ ○ ○ 2016/8/14 2016/11/28 2016/12/5 3月31日 認証済み

259 特定非営利活動法人産
トクテイヒエイリカツドウホウジンウ
ミ

永田　逹道
糟屋郡宇美町貴船１丁目４
番８号

宇美町

この法人は、環境の保全と人間の健康
に対し高い問題意識を有する会員相互
の協力のもとに、無農薬栽培を主とす
る環境保全型農業を広く一般に啓発す
ると共に生産及び販売を促進し、もって
環境の保全、保健の増進及び社会教
育の推進などの公益の増進に寄与す

１．農山漁村又は中山間地域の振興を
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．環境の保全を図る活動
５．経済活動の活性化を図る活動

１．無農薬栽培の実態と生態の調査・研究及
び生産販売事業
２．一般市民（生産者・消費者）への情報発
信・ネットワーク推進事業
３．環境保全に関する啓発及び促進事業

○ ○ ○ ○ ○ 2016/8/19 2016/12/1 2016/12/6 3月31日 認証済み

260 ＮＰＯ法人芽ばえ エヌピーオーホウジンメバエ 石井　達哉 朝倉市上寺１００９番地１ 朝倉市

この法人は、障害者や不登校・引きこも
り当事者や家族等に対し地域の人々が
共に支え合い、社会の構成員として地
域社会に参加することができるよう、福
祉サービスの提供や支援等を行い、一
人一人が自立した暮らしのできるコミュ
ニティの実現と誰もが安心できる地域
社会における福祉及びまちづくりの増
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）子どもの健全育成を図る活動 
（5）情報化社会の発展を図る活動 
（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（障害者総合支援
法）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（障害者総合支援
法）に基づく一般相談支援事業及び特定相
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（障害者総合支援
法）に基づく地域生活支援事業
④　不登校・引きこもり当事者及びその家族
の支援事業
⑤　空き家の有効活用事業
⑥　地域住民との交流事業
⑦　その他この法人の目的を達成するため
に必要な事業

①　物品販売事業
②　ホームページ制作事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2016/9/6 2016/12/12 2016/12/19 4月30日 認証済み

261 特定非営利活動法人夢かなう
トクテイヒエイリカツドウホウジンユ
メカナウ

山﨑　良浩
春日市春日原北町４丁目２０
番地２

春日市
この法人は、地域の子どもたちに対し
て、育成に関する事業を行い、地域社
会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)環境の保全を図る活動 
(3)まちづくりの推進を図る活動 
(4)地域安全活動
(5)これらの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）子どもの育成事業
（２）子どもの育成に適した安全な環境づくり
の事業
（３）動物とのふれあい事業
（４）子どもを中心とした社会貢献事業

○ ○ ○ ○ ○ 2016/9/15 2016/12/20 2017/1/5 8月31日 認証済み

262
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

263
ＮＰＯ法人Ｋ’ｓグループジャパ
ン

エヌピーオーホウジンケーズグ
ループジャパン

田中　勝頼
田川市大字弓削田２６７番地
１

田川市

この法人は、少年院を出院して帰る場
所のない青少年に対して、自立準備に
関する事業を行い、当人の再起と社会
の安全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．子どもの健全育成を図る活動 
３．地域安全活動
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．自立準備ホームの運営事業
２．その他、当法人の目的を達成するための
事業

○ ○ ○ ○ 2016/10/21 2017/2/2 2017/2/20 3月31日 認証済み

264 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

265
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

266
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

267
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

268
特定非営利活動法人梅たちば
な英友会

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝｳﾒﾀﾁﾊﾞﾅｴｲ
ﾕｳｶｲ

金子　俊久
みやま市瀬高町下庄２１９６
番地

みやま市

この法人は、みやま市、柳川市並びに
太宰府市を中心に広く一般市民に対し
て、誰でも参加しやすい英語教室等に
よる英語の普及・研修事業を行うととも
に、外国人に対する通訳、日本語教育
の支援を行い、公の事業と協働しつ
つ、世界に開かれたインターナショナル
な地域づくりと公益の増進に寄与する

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、芸術またはスポーツの
振興を図る活動 
４、国際協力の活動
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、英語学習講座等による英語の普及・研修
事業
２、外国人への通訳、日本語教育支援事業
３、公の英語関連事業の支援に関する事業

○ ○ ○ ○ ○ 2016/12/20 2017/3/27 2017/3/31 3月31日 認証済み



269
特定非営利活動法人津屋崎千
軒を未来につなぐ会

トクテイヒエイリカツドウホウジンツ
ヤザキセンゲンヲミライニツナグカ
イ

山脇　清
福津市津屋崎４丁目１５番１
７号

福津市

この法人は、津屋崎千軒およびその周
辺の地域の歴史的資源等に対して、津
屋崎千軒の町並みをはじめとする津屋
崎の地域的資産、産業的資産等の調
査及び歴史の継承・保全活用等に関す
る事業を行い、歴史的資源を活かした
持続可能なまちづくりの実現に寄与す
ることを目的とする。

(1)社会教育の推進を図る活動 
(2)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)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）津屋崎千軒及びその周辺の歴史的資源
の調査及び保全活用に係る事業 
（２）地域交流を促進する事業
（３）津屋崎千軒及びその周辺の資源を活か
した経済活性化事業
（４）上記事業に関する情報提供事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2016/12/27 2017/3/30 2017/4/6 4月30日 認証済み

270 特定非営利活動法人縁 ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝｴﾆｼ 山下　秀信
大牟田市八尻町三丁目２３
番地１

大牟田市

この法人は、高齢者、障がい者等社会
的弱者に対して、介護、福祉を中心とし
た支援事業を行い、地域社会の福祉の
増進を図り、もって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、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子どもと高齢者の共生促進事業
②高齢者及び生活困窮者支援事業
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サービス
事業
⑥介護保険法に基づく地域密着型介護予防
サービス事業
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地域生活支援
事業

①バザー、その他物品販売に関
する事業

○ ○ ○ ○ 2016/12/27 2017/4/6 2017/4/14 3月31日 認証済み

271 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

272
特定非営利活動法人福岡あん
しん生活ネット

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クオカアンシンセイカツネット

古賀　五男
太宰府市朱雀１丁目４番２４
号

太宰府市

この法人は、高齢者やその家族、その
他支援を要する住民に対し、健康で質
の高い地域生活ができるよう広く福祉
の進んだ社会環境を整える事業を行
い、もって社会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．環境の保全を図る活動
５．災害援助活動
６．地域安全活動
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．高齢者、障がい者等の自立、社会参加、
健康増進に関する事業
２．住まい・生活・医療・介護等地域生活支援
に関する事業
３．子どもの健全育成に関する事業
４．高齢者と障がい者の支援や、育児に関す
る政策提言とその普及啓発事業
５．福祉に関する情報提供、資料収集、調査
に関する事業
６．地域安全、災害予防、災害被害者への支
援に関する事業
７．社会教育、生涯教育の推進に関する事業
８．まちづくりの推進（地域おこし、地域産業
の活性化、コミュニティづくり等）に関する事
業
９．地域環境保全、改善に関する事業
１０．生活用品・福祉用具の販売、回収、補
修、再利用に関する事業 
１１．高齢者等の憩いの場・交流の場の運営
１２．福祉に関する人材育成事業
１３．福祉に関する広報・出版に関する事業
１４．前各号の活動を行う団体の運営または

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2017/4/21 2017/7/19 2017/8/3 3月31日 認証済み

273
特定非営利活動法人愛と感謝
の会

トクテイヒエイリカツドウホウジンア
イトカンシャノカイ

山本　哲也 直方市大字頓野５１３－１ 直方市

この法人は、障害者に対して障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支
援する法律に基づく事業や就労支援な
どを行うとともに、地域住民に対しても
障害者への理解を促進させるための啓
発事業を行うことで、障害者福祉の増
進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、医療又は社会福祉の増進を
図る活動
③社会教育の推進を図る活動 
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特定相談支
援事業
④障害者への理解を促進させるための普及
啓発事業
⑤障害を有する者その他一般健常者に対し

○ ○ ○ ○ 2017/4/28 2017/7/11 2017/7/20 3月31日 認証済み

274 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

275 特定非営利活動法人私善
トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
ゼン

麻澤　直希
太宰府市観世音寺２丁目７
番２７－３０２号

太宰府市

この法人は、仕事中心の社会による過
労働、貧困、少子高齢化、食の安全
性、環境破壊などの社会的課題に対
し、農業再生、地域交流、起業家育成
により、生活中心の仕事づくりができる
環境と、自立的発展した社会の構築に
寄与することを目的とする。

１）農山漁村又は中山間地域の振興を
図る活動
２）環境の保全を図る活動
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）観光の振興を図る活動
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）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農業体験及び農業再生事業
②地域交流を目的としたイベント事業
③自立を目的とした起業家育成事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2017/5/23 2017/8/21 2017/9/1 12月31日 認証済み

276 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

277
特定非営利活動法人造血器腫
瘍の診断力を向上させる研究
会

トクテイヒエイリカツドウホウジンゾ
ウケツキシュヨウノシンダンリョクヲ
コウジョウサセルケンキュウカイ

大島　孝一
久留米市旭町67番地　久留
米大学医学部病理学教室

久留米市

この法人は、造血器腫瘍の正確な診断
をもとに適切な治療が行えるように、造
血器腫瘍の診断力を向上させ医療に
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）情報化社会の発展を図る活動
（３）科学技術の振興を図る活動
（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）国際協力の活動
（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）造血器腫瘍の症例データベース構築事
業
（２）造血器腫瘍の診断の標準化に関する事
業
（３）造血器腫瘍の診断にかかわる医療従事
者の育成事業
（４）造血器腫瘍の診断にかかわる支援及び
相談事業
（５）その他目的を達成するために必要な事
業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2017/11/14 2018/2/13 2018/3/5 9月30日 認証済み

278
特定非営利活動法人地域コ
ミュニティセンターこころん

トクテイヒエイリカツドウホウジンチ
イキコミュニティセンターココロン

原　貴代子
糟屋郡篠栗町大字尾中８４４
番地９

篠栗町

この法人は、地域住民と共に、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、子どもから高齢者
に至るまで幅広い世代に対応する地域
包括ケアシステムづくりを行い、もって、
地域の福祉増進に役立つことを目的と
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）地域安全活動
（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地域の方々のためのコミュニティカフェ（お
ひさま活動）
②地域の方々への供食事業（おひさま食堂、
フードバンク） 
③地域の子どもの健全育成に関わる各種事
業
④住民主体通所型サービス事業（通所型
サービスＢ、体操）
⑤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・訪問介護事業及び介
護予防訪問事業
⑥障害者総合支援法に基づく障がい福祉
サービス事業、相談支援事業
⑦児童福祉法に基づく障がい児通所支援事
業、障がい児入所支援事業、障がい児相談
支援事業
⑧地域の方々の緊急時、その他必要に応じ
た住まいや居場所づくりのお手伝いその他生
活上の支援
⑨子どもや高齢者、障がい者の生活支援に
関するよろず相談 
⑩行政機関、各種団体との連絡、調整及び
協調に関する事業 
⑪高齢者等に関する情報誌、刊行物の発行
事業
⑫高齢者等の生活支援に関する講演会、各
種研修会等の開催及び講師派遣事業
⑬前各号のほか、上記の目的を達成するた

①物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2018/2/15 2018/5/14 2018/5/28 6月30日 認証済み

279
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

280
特定非営利活動法人志免地域
支え合い互助基金

トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
メチイキササエアイゴジョキキン

下稲葉　康之
糟屋郡志免町別府２丁目２
番１

志免町

この法人は、地域住民、特に生活困窮
者や介護難民と呼ばれる方々、またそ
の家族等に対して、その方々を支え護
るための互助体制を整備・促進する事
業や、その活動を推進する為に必要な
資金を助成する事業を行い、各地域に
必要とされる継続的な互助体制の構築
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)　まちづくりの推進を図る活動 
(3)　地域安全活動
(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　互助活動助成事業
②　互助活動広報啓発事業
③　互助活動コーディネイト事業

○ ○ ○ 2018/3/20 2018/6/4 2018/6/8 3月31日 認証済み



281 特定非営利活動法人グラリオ
トクテイヒエイリカツドウホウジング
ラリオ

大坪　洋三 大川市大字榎津８４１番地２ 大川市

　この法人は、学術、文化、芸術活動及
び国際交流に関心のある個人または
団体に対して、人材、知識、情報の提
供を行うことで、各主体の需要と供給の
調整を図り、地域の学術、文化、芸術
の活性化及び観光の振興、国際交流
活動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）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）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）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音楽産業の新興と振興に関する事業 
②インバウンド・国際交流事業
③インターネット・情報発信を推進する事業 
④地域文化・伝統・歴史の継承に関する事業 
⑤基金・中間支援事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2018/5/1 2018/7/19 3月31日 認証済み

282 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

283
NPO法人子ども健全サポート
絆

エヌピーオーホウジンコドモケンゼ
ンサポートキズナ

白石　京 行橋市大字上稗田８４８番地 行橋市

　この法人は、通所障害児及び障害者
に対して基本的な動作の指導、発達や
学習の手助けを行うことによって対象
者の生活能力の向上、将来就労まで至
らないことが想定される子どもたちの就
労の可能性を高め、また対象となる子
どもたちのみならずその両親や地域住
民の安心や安定した生活に貢献し、社
会との交流の促進を図り障害児及び障
害者とその家族が将来に希望を持ち、
生き生きとした日常生活を営むことがで
きる社会の実現を目指し、当該地域の
保健、医療又は福祉の増進に寄与する

(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)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
および障害児相談支援事業の運営に関する
事業
②発達障害児・者の余暇活動を支援する事
業
③発達障害児・者の生活支援及び就労支援
に関する事業
④発達障害児・者の家族と支援者を対象とし
た教育研修・育成事業
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者相談
支援事業の運営に関する事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2018/7/2 2018/9/7 2018/9/18 3月31日 認証済み

284
特定非営利活動法人廃棄物地
盤工学研究会

トクテイヒエイリカツドウホウジンハ
イキブツジバンコウガクケンキュウ
カイ

島岡　隆行 糸島市西堂９５番地１２ 糸島市

この法人は，わが国及び海外の地方公
共団体，企業やその他団体，個人に対
し，主に廃棄物の循環資源化，最終処
分に係わる技術と学術の研究事業を行
うことで，持続可能な地球環境の保全と
改善を目指し，もって広く社会に貢献す
ることを目的とする。

１．社会教育の推進を図る活動
２．環境の保全を図る活動
３．国際協力の活動
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．持続可能な廃棄物処分場の技術と学術
及び廃棄物地盤工学に係る研究事業
２．環境関連技術の普及、助言及び研究支
援に係る事業
３．地球環境や生活環境の保全と改善に係る
啓発事業

１．環境関連コンサルティング事
業
２．環境関連技術の書籍出版事
業

○ ○ ○ ○ 2004/3/30 2004/7/28 2004/8/26 3月31日 認証済み

285 特定非営利活動法人SCAT
トクテイヒエイリカツドウホウジンス
キャット

山﨑　祥恵
福岡市西区室見が丘３丁目
７番５号

福岡市西区
北九州市小倉北区足立二丁
目６番２６‐１０９号

この法人は、地域住民に対して、動物
虐待防止に関する啓発・支援事業を行
い、地域社会の安全に寄与することを
目的とする。

(1)社会教育の推進を図る活動
(2)環境の保全を図る活動 
(3)地域安全活動
(4)上記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　動物虐待防止に関わる情報の収集事業
②　動物虐待防止に関わる情報の分析事業
③　動物虐待防止に関わる情報の伝達・共
有事業
④　動物虐待防止のためのパトロールのコー
ディネート事業
⑤　動物虐待防止に関わる各種団体の支援
事業
⑥　動物虐待防止に関する法律等知識の提
供事業
⑦　動物虐待防止に関して行政・警察と協働
する事業
⑧　動物虐待防止に関してマスコミと連携す
る事業
⑨　動物虐待防止に関するその他事業
１．動物の保護・譲渡
２．動物管理センター（保健所）からの収容動
物の引出し
３．TNR・地域猫活動の相談、実施

○ ○ ○ ○ 2018/8/2 2018/10/10 2018/10/12 3月31日 認証済み

286 特定非営利活動法人未来学舎
トクテイヒエイリカツドウホウジンミ
ライガクシャ

中島　靖博
久留米市宮ノ陣町若松１２７
２番地１

久留米市

この法人は、不登校や引きこもり状態
にある子ども・若者、また貧困や社会的
養護を要する状態にある子ども・若者
に対して、その生活と活動、学びの機
会およびその就労を支援するとともに、
地域の環境・資源を活用し、生産・加
工・流通販売する過程において、この
法人の活動に関わる子どもから大人・
高齢者すべての世代が、笑顔で繋が
り、身近に存在する自然・文化、そし
て、人々との暮らしに興味を持ち、そこ
から得られる恩恵に感謝することを学
び、心の豊かさを深め、多様な価値観
の中で、それぞれが自分らしく暮らし、
豊かで喜びのある持続可能な地域社
会の実現を目指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）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）子どもの健全育成を図る活動 
（７）職業能力開発又は雇用機会拡充
の支援活動
（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、助言又
は援助の活動

（１）不登校状態の児童・生徒に対するフリー
スクール事業（寮の運営も含む）
（２）家庭での学習を希望する者に対するITを
活用したホームエデュケーション事業
（３）青少年及びその家族に対する教育相談
や講演会の開催事業
（４）生産・加工・流通販売を通して参加者の
社会適応性を養うための事業 
（５）教科等の「知」の統合化と実践化のため
のワークショップ事業
（６）児童福祉法における社会的養護を必要
とする児童に対する余暇支援事業
（７）障害や社会的問題を抱えることによる就
職困難者への支援事業
①労働所派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する法
律に基づく特定労働者派遣事業
②労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の就業条件の整備等に関する法
律に基づく一般労働者派遣事業
③職業安定法に基づく有料職業紹介事業
④職業安定法に基づく無料職業紹介事業
⑤障害や社会的問題を抱えることによる就職
困難者への雇用の創出を図る事業
⑥障害や社会的問題を抱えることによる就職
困難者への就職および職業訓練事業
⑦障害や社会的問題を抱えることによる就職
困難者への就労継続を支援する事業
（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指定障害
福祉サービス事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2018/8/9 2018/11/8 2018/11/12 3月31日 認証済み

287
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

288 NPO法人共働のまち大野城
エヌピーオーホウジンキョウドウノ
マチオオノジョウ

穴井　芳春
大野城市南ケ丘五丁目９番１
号

大野城市

この法人は、大野城市民や大野城市内
で活動する団体等に対して、地域課題
を解決するための活動支援や情報提
供などの事業を行い、市民相互又は市
民及び行政のパートナーシップによる
まち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）前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

ア　パートナーシップによるまちづくりに関す
るボランティアを活用した事業
イ　パートナーシップによるまちづくりの担い
手の発掘及び養成並びに支援事業
ウ　パートナーシップによるまちづくりを行う
団体等への助成事業
エ　パートナーシップによるまちづくりを推進
するための事業 
オ　パートナーシップによるまちづくりに関す
る情報提供及び相談等支援に関する事業 
カ　パートナーシップによるまちづくりに関す
る調査及び研究
キ　コミュニティセンターの管理運営及び施設
の貸出事業
ク　その他目的を達成するために必要な事業

ア　物品販売事業
イ　物品貸付事業
ウ　イベント開催事業

○ ○ 2018/10/5 2018/12/7 2019/4/1 3月31日 認証済み

289 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

290
特定非営利活動法人リ・スター
ト

トクテイヒエイリカツドウホウジン
リ・スタート

鍋山　栄一郎 糸島市浦志二丁目１１番８号 糸島市

　この法人は、広く一般市民、特に矯正
施設入所者及び退所者に対して、自立
支援を目的とした、日常生活、居住、教
育、就労等に関する相談、支援及び情
報の提供に関する事業、地域との交
流、地域福祉の増進を目的としたイベ
ント、交流会等の企画及び開催に関す
る事業に関する事業等を行い、地域福
祉の増進及び雇用機会の拡充を図り、
もって公益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)　職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
(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　自立支援を目的とした、日常生活、居
住、教育、就労等に関する相談、支援及び情
報の提供に関する事業 
②　地域との交流、地域福祉の増進を目的と
したイベント、交流会等の企画及び開催に関
する事業
③　自立支援、職業能力の開発、雇用機会
の拡充等に携わる個人、団体、施設などに対
する連絡、協力、連携及び支援に関する事業

○ ○ ○ 2018/10/9 2018/12/13 2019/1/11 3月31日 認証済み

291 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

292
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

293 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

294
特定非営利活動法人北九州ス
ポーツクラブ連絡会

トクテイヒエイリカツドウホウジンキ
タキュウシュウスポーツクラブレン
ラクカイ

高橋　八十弥 ・田村　香代子
北九州市八幡西区幸神一丁
目３番２号

北九州市八幡西区 福岡県飯塚市本町７番１８号

この法人は、広く地域の住民に対して
スポーツの振興、健康・体力づくり、保
健福祉および生涯教育等の振興のた
め、専門的知識と技術を提供する事業
等を行ない、これらの活動を通じて幼
児から高齢者等の生活の質の向上に
貢献し、もって公益の増進に寄与するこ
とを目的とする。

１．スポーツ及び文化又は芸術の振興
を図る活動 
２．保健、医療または福祉の増進を図
る活動
３．社会教育の推進を図る活動 
４．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．スポーツ及び健康増進ならびに保健福祉
等に関する教室、講習会開催事業
２．スポーツ指導者等の専門知識や技術向
上に関する講習会の開催事業
３．スポーツ及び健康増進に関する調査、研
究、情報の提供事業
４．スポーツ大会及び文化イベント等に関す
る企画、運営、開催事業
５．スポーツ指導者等の派遣及び指導業務
の受託事業
６．スポーツ及び健康増進関連施設等の管
理運営受託事業
７．第３条の目的を達成するために必要な指
定管理者制度に基づく施設の管理運営受託
８．スポーツクラブの運営
９．介護保険法に基づく通所介護事業
１０．介護保険法に基づく第１号訪問事業
１１．介護保険法に基づく第１号通所事業
１２．整骨、整体、鍼灸、マッサージのための
施術院の運営
１３．上記１～１２の国内外の関連団体との情
報の交換、協力事業

１．運動関連物品及び出版物の
販売及び貸付事業
２．広告掲載事業

○ ○ ○ ○ 2004/10/22 2005/2/21 2005/3/3 3月31日 認証済み



295
特定非営利活動法人トータル
サポート

トクテイヒエイリカツドウホウジン
トータルサポート

金子　大助 久留米市合川町２５番地１１ 久留米市

この法人は、自然災害によって被災し
た地域及び住民に対して、迅速かつ十
分な物資支援、労働支援、精神衛生上
の相談支援等を行うため、一般市民が
災害支援等に携われるような体制を民
間団体、国及び地方公共団体、他の特
定非営利活動法人、その他の団体等と
連携して整備し、もって被災地域並びに
被災市民に対する継続的な支援活動
に寄与することを目的とする。ならび
に、青少年及び反社会組織を離脱した
者に対する、就労の機会の提供、社会
復帰のための総合的な支援を行い、こ
れらの者が自立して生活できるように
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、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、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、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
又は援助の活動

１、災害発生情報の発信にかかる事業
２、被災者への物資支援、飲食支援を図る事
業
３、被災者への精神保健上の相談支援サ
ポートを図る事業
４、被災地のがれき、土砂、残土等の搬出を
図る事業
５、災害発生時に行うべき具体的対応方法に
関する講演会等の開催及び運営
６、国、地方公共団体等と連携した復興支援
活動に関する事業 
７、民間団体、他の特定非営利活動法人その
他の団体等との連携による災害復興支援
８、災害に対する適切な対応ができる人材の
育成を図る事業 
９、自然災害に関する調査、研究による情報
発信に係る事業
１０、青少年の更生のための自立及び就労の
ための支援・援助に関する事業 
１１、反社会組織からの離脱者の自立及び就
労のための支援・援助に関する事業 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2019/1/22 2019/3/29 3月31日 認証済み

296 NPO法人ネオサポート
エヌピーオーホウジンネオサポー
ト

古賀　賢二
久留米市藤山町１５３１番地
１

久留米市

この法人は、介護、障害者福祉、農業
の分野で、職業技術習得や人材の育
成に関する事業を行い、介護福祉や障
害者福祉の推進及び農業の振興に寄
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、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、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、介護福祉士の資格習得支援事業
２、介護施設への就労支援及び職業紹介事
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、農業従事者の後継者確保事業
５、その他目的を達成するために必要な事業 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2019/2/6 2019/4/16 2019/5/7 6月30日 認証済み

297 NPO法人『空き家革命』
エヌピーオーホウジンアキヤカクメ
イ

増田　義明
那珂川市五郎丸二丁目１４
番

那珂川市

この法人は、空き家の所有者に対し
て、建築・不動産に関する事業を行い、
空き家周辺の住民の生活の安全と環
境悪化の進行による健康被害の防止
等に寄与することを目的とする。

（１）環境の保全を図る活動
（２）地域安全活動
（３）経済活動の活性化を図る活動
（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）まちづくりの推進を図る活動 
（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　空き家解消の為の建築リフォーム事業
②　空き家解消又は周辺環境保全の為の不
動産賃貸・売却事業
③　空き家再生事業の中で発生した古物の
売買事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2019/2/20 2019/5/13 2019/5/22 3月31日 認証済み

298 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

299
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

300
特定非営利活動法人健康たー
んとクラブ

トクテイヒエイリカツドウホウジンケ
ンコウターントクラブ

庄野　洋 田川市弓削田３４１番地１ 田川市

この法人は、地域住民に対して、健康
寿命の延伸に関する事業を行い、地域
住民の健康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）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）健康寿命の延伸に関するイベントの企画
運営事業
（２）健康寿命の延伸に関する情報提供事業
（３）健康寿命の延伸に関する調査研究事業

○ ○ ○ 2019/7/1 2019/8/13 2019/9/30 3月31日 認証済み

301 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

302
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

303
ＮＰＯ法人つなぎ愛　こころ食
堂

エヌピーオーホウジンツナギアイ
ココロショクドウ

清田　尚美
遠賀郡岡垣町旭台4丁目2番
4号

岡垣町

この法人は子ども・高齢者の貧困及び
孤食を防ぎ共食と異世代交流により子
どもの健全育成を図り、高齢者の孤立
を予防することを目的とする。 
また、事業者及び一般家庭等から発生
している食品ロスの削減を推進し、ロス
となっている食品を様々な理由で必要
としている生活困窮者及び子ども食堂
やひとり親家庭、高齢者に支援すること
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）　子どもの健全育成を図る活動
（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）　食の提供事業
（２）　居場所の提供事業
（３）　フードバンク事業 
（４）　その他目的を達成するために必要な情
報事業

○ ○ ○ 2019/7/12 2019/8/27 2019/9/4 3月31日 認証済み

304
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

305
特定非営利活動法人新宮ライ
フセービングクラブ

トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
ングウライフセービングクラブ

田原　幸佑
糟屋郡須恵町大字植木587
番地1 ウェルブライト須恵ス
テーション901号

須恵町

この法人は、新宮海岸をはじめとする
水辺の環境保全、安全指導、監視・救
助等を行うライフセービング活動を通
じ、地域住民の安全かつ快適な水辺の
利用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)　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)　地域安全活動
(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)　ライフセービング活動としての水辺の監
視・救助活動事業
(2)　ライフセービング活動としての教育事業
(3)　ライフセービング競技に関する事業 
(4)　ライフセービング活動としての環境保全
活動事業
(5)　その他この法人の目的を達成するため
に必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2019/7/26 2019/9/26 2019/10/2 3月31日 認証済み

306
ＮＰＯ法人福岡スポーツ支援プ
ロジェクト

エヌピーオーホウジンフクオカス
ポーツシエンプロジェクト

寺川　哲矢
糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目
４番７号

新宮町

この法人は、主に小中高生を対象にス
ポーツに関する指導を行い、少年たち
の健全な心身の育成及び地域スポー
ツの振興に寄与することを目的とする。

(1)学術、文化、芸術又はスポーツの振
興を図る活動 
(2)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)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野球チームの管理運営事業
②スポーツジムの経営事業
③地域住民の交流を図るイベント開催事業

物品販売事業 ○ ○ ○ ○ 2019/7/26 2019/10/9 2019/10/23 11月30日 認証済み

307 特定非営利活動法人志気
トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
キ

大野　健士
那珂川市後野1丁目11番9号
（L・ウィンズA201号）

那珂川市
福岡市東区香椎浜２丁目３番
５－３１２号

この法人は、わが子を分別のある自立
した大人に育てるために、親と子が理
想的な親子関係を築くことの大切さから
子も親も共に成長していくために必要と
なる様々な事業を行い環境作りに寄与
することを目的とする。 
目的
１、大人（親）が、教えること（伝えるこ
と）を学ぶことにより、ご本人のワクワク
とご家族の笑顔の会話づくりに貢献す
る。 
２、大人（親）が、教えること（伝えるこ
と）を学ぶことにより、地域の文化、芸
術の振興に貢献する。 
３、大人（親）が、色々な事を教えてあ
げる（伝える）機会を増やすことで、子
供との会話を増やし、非行・ひきこもり
などに悩むことを事前に察知できる明
るく活気ある地域づくりに貢献する。 
４、高齢化の進んだ地域の方々とのイ
ベントにより、高齢化社会の問題を地
域みんなで真剣に考える機会を設け、
高齢化社会のモデル地域になるため
のきっかけつくりを行う。 
５、自分で『探して・見付けて・創る』と言
う精神基盤を作ることにより、新しい時
代に新しい仕事・新しい地域づくりを生

（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）国際協力の活動
（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教育及び啓蒙に資する事業 
②地域活性化に資する事業
③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

①イベント等企画運営事業
②出版事業と印刷物広告物など
への広告受託事業
③その他前号に掲げる事業を円
滑に進めるために必要と認めら
れる事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2019/11/7 2019/12/12 2019/12/16 3月31日 認証済み

308
特定非営利活動法人福岡県ラ
イフセービング協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クオカケンライフセービングキョウ
カイ

田原　幸佑
糟屋郡須恵町大字植木587
番地1 ウェルブライト須恵ス
テーション901号

須恵町

この法人は、加盟する日本ライフセービ
ング協会の目的、基本及び諸規程並び
にその方針に従い、海岸をはじめとす
る福岡県内の水辺の事故防止に向け
た安全教育、監視・救助、防災・防災教
育、環境保全等を行うライフセービング
の普及・啓発及び発展に関する事業を
行い、地域住民の安全かつ快適な水辺
の利用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)　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)　地域安全活動
(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)　ライフセービング活動としての水辺の監
視・救助活動事業
(2)　ライフセービング活動としての教育及び
普及事業
(3)　ライフセービング競技に関する事業 
(4)　ライフセービング活動を行う個人または
団体に対する管理及び監督、助成事業
(5)　その他この法人の目的を達成するため
に必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2019/12/5 2020/2/4 2020/2/13 3月31日 認証済み

309 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

310
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



311
特定非営利活動法人グリーフ
ケアサイエンス協会

トクテイヒエイリカツドウホウジング
リーフケアサイエンスキョウカイ

彦坂　ひろ子
筑紫野市二日市中央2丁目4
番17‐501号

筑紫野市

この法人は、従来のグリーフケアとは異
なり、時間的空間的心理的な制約を超
えて故人との対話を可能にして、予期
せぬ出来事で大事な人を失ったりトラ
ウマティックな出来事で絶望している人
の喪失感や悲嘆から救うことに寄与す
ることを目的とする。

（１）災害救援活動
（２）国際協力の活動
（３）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グリーフケアサイエンス療法の施術体験事
業
②グリーフケアサイエンス療法のカウンセリ
ング事業
③グリーフケアサイエンス療法のセラピスト
育成事業
④グリーフケアサイエンス療法による災害関
連時の捜索活動
⑤グリーフケアサイエンス療法による世界的
視野に対する広報活動
⑥その他この法人の目的を達成するために

○ ○ ○ 2020/2/7 2020/3/23 2020/4/3 3月31日 認証済み

312
特定非営利活動法人国際交流
支援機構

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
クサイコウリュウシエンキコウ

西原　賢治
福岡市中央区大名2丁目9番
35号トウセン天神ビル2階
（株）笹川総合研究所内

福岡市中央区

東京都港区虎ノ門5丁目11番
15号虎ノ門KTビル3階　（株）
笹川総合研究所東京事務所
内

この法人は、留学、就労を目的に来日
する外国人に対して、その目的を達す
るための国内での生活支援を通じ国際
親善に寄与することを目的とする。

（１）国際協力の活動
（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）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アルバイト先の紹介、人材派遣、就転職の
就労先の紹介
②定住先探索の補助、不動産仲介業者の斡
旋、短期寮の斡旋
③在留資格変更に関する助言、行政書士の
斡旋、各種資格取得の助言、補助
④日本の風習、文化、マナー習得、公的機関
や金融機関の利用法の助言、補助

①定期的な懇親会等の開催を通
じて親睦を図る事業

○ ○ ○ 2020/3/24 2020/5/29 2020/6/3 3月31日 認証済み

313
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

314
特定非営利活動法人福岡県ウ
オーキング協会

ﾄｸﾃｲﾋｴﾘｲｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝﾌｸｵｶｹﾝｳ
ｵｰｷﾝｸﾞｷｮｳｶｲ

五貫　直彦
北九州市戸畑区千防二丁目
4番23号

北九州市戸畑区
福岡市東区多の津一丁目19
番6号

この法人は、福岡県下においてウオー
キングに関する諸事業を行う。ウオー
キングの普及活動の推進を通じて、健
康寿命の延伸や生活習慣病の予防、
自然に親しみ自然を守る豊かな心の涵
養、歩育による子どもの体力アップや
青少年の健全育成、ウオーキング普及
者の育成・支援、地域におけるウオー
キング活動の活性化を図り、健康で明
るい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）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）国際協力の活動
（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）ウオーキングに関する大会の企画および
開催に関する事業
２）ウオーキングに関する指導者の養成・研
修および派遣事業
３）ウオーキングに関する関係諸団体との連
絡・調整・協力事業
４）ウオーキングに関する調査研究および広
報・情報提供事業
５）ウオーキング活動を通じた国際交流事業 
６）「歩育」による子どもの体力増進と健全育
成を図る事業 
７）その他、この法人の目的を達成するため
に必要な事業

１）ウオーキングに関する書籍・
用具等の販売事業
２）広告宣伝に関する企画および
スポンサー募集並びに広告料の
徴収

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2020/4/17 2020/5/29 2020/6/5 3月31日 認証済み

315
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

316 ＮＰＯ法人攻めの防災
エヌピーオーホウジンセメノボウサ
イ

髙木　敏行 田川郡糸田町３７２０番地６ 糸田町
福岡市博多区博多駅前四丁
目２７－５　博多ステーション
タワー３０２

この法人は、災害に対する被害の軽減
と、行政、企業、消防団、自主防災組
織、住民に対して、災害から命・生活・
事業活動を守るための知識の教育、普
及啓発及びサポートを行うことで、安心
して生活できる地域づくりと、様々な人
種、世代、機関、団体に災害発生後も
継続した生活、事業活動の実現と維持
に寄与することを目的とする。 
また、防災・減災アドバイザーと呼称す
る指導的役割を持つ人材の養成、活用
等により、地域社会の防災・減災と危機
管理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）国際協力の活動
（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　防災、減災事業
②　防災・減災アドバイザー普及事業
③　避難所運営サポート事業
④　災害対策から考えるまちづくり事業 
⑤　その他、この法人の目的を達成する為に
必要な事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2020/7/30 2020/9/15 2020/10/8 3月31日 認証済み

317
特定非営利活動法人日本交通
安全教育振興会

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝﾆﾎﾝｺｳﾂｳｱ
ﾝｾﾞﾝｷｮｳｲｸｼﾝｺｳｶｲ

河野　進也
福岡市東区社領２丁目７番４
３号

福岡市東区
東京都渋谷区笹塚２丁目１８
番３号VORT笹塚６階

この法人は、公共道路を自動車や自転
車で運転する市民・団体等を対象に、
交通安全教室の開催や後方支援を行
い、安全な運転を心がける運転者のマ
ナー向上、飲酒運転の撲滅、及び道路
交通法遵守の精神育成に寄与するこ
と、交通事故の被害者・遺児の方達へ
の支援、地域安全などの公益増進に寄
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．地域安全活動
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．スケアードストレート教育技法を使った安
全運転教室
２．交通安全にかかわる講演会の実施
３．在留外国人に対する交通ルールやマナー
の理解促進
４．子どもの交通安全育成の啓蒙活動

○ ○ ○ ○ 2020/8/7 2020/9/14 2020/9/16 9月30日 認証済み

318
NPO法人安全・安心サポートセ
ンター

エヌピーオーホウジンアンゼンア
ンシンサポートセンター

渡邊　達哉
福岡市博多区博多駅東２丁
目４番３０－５０５

福岡市博多区 八女市大籠４３番地１

この法人は、地域の人々に対して、警
察や自治体職員ＯＢ等の経験を生かし
た地域安全活動に関する事業を行い、
地域の安全安心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）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）環境の保全を図る活動
（５）災害救助活動
（６）地域安全活動
（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安全安心まちづくりに関する調査、研究、
研修等支援事業
②地域安全パトロール事業
③女性、子どもの見守り活動支援事業
④高齢者に対する保護活動等支援事業
⑤各種イベント等における事故防止活動支
援事業
⑥その他、この法人の目的達成するために
必要な事業

①防犯関連商品、生活環境関連
商品の販売事業
②インターネット広告事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2020/9/9 2020/10/23 2020/10/28 3月31日 認証済み

319 ＮＰＯ法人桧枝育英奨学会
エヌピーオーホウジンヒエダイクエ
イショウガクカイ

桧枝　哲人
久留米市東合川２丁目１０番
１４号

久留米市

この法人は、久留米市に居住する者の
子弟である大学生や大学院生に対し
て、学資金の助成事業を行い、高等教
育を受ける人材の発掘及び支援を行
い、もって平和で豊かな明日の日本社
会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）前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）学資金の助成事業
（２）学資金を受ける生徒に対する補導
（３）その他この法人の目的を達成するため
に必要な事業

○ ○ 2020/9/10 2020/10/23 2020/10/29 3月31日 認証済み

320 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

321 ＮＰＯ法人ｔｅｔｏ エヌピーオーホウジンテト 龍岡　義道 柳川市宮永町２６番地 柳川市

この法人は、地域住民に対して心身、
生活、社会的側面など幅広い視点から
健康と生活を支える活動を通して地域
で安心して魅力的な暮らしを送ることが
できるような町づくりを支援する団体で
ある。核家族化や少子高齢化など社会
構造の変化により生じる子育てや介護
福祉、食や移動、仕事など地域住民の
生活行動における様々な課題を時代
の変移に対応しながら解決し、既存の
地域資源と共存し住民同士のつながり
や支え合いを支援する。“あったらいい
な”を実現し、地域でより多くの人々が
活躍し健康的で豊かな暮らしを送ること
ができるように健康増進と生活支援に
関する様々な活動による町づくり等を
通して、社会保障などの公益と地域活
性化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)  環境の保全を図る活動 
(5)  地域安全活動
(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)  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 介護保険法に基づく以下の事業
　1. 居宅介護支援事業
　2. 居宅介護サービス事業
　3. 介護予防サービス事業
　4. 地域密着型サービス事業
　5. 地域密着型予防サービス事業
　6. 地域密着型通所介護事業
　7. 認知症対応型通所介護事業
　8. 介護予防・日常生活支援総合事業
② その他の特定非営利活動に係る事業 
　1. 障害予防・健康増進事業
　2. 健康増進と地域活性化に関する情報提
供事業
　3. 健康増進と地域活性化に関するイベント
企画運営事業
　4. 食と健康の一体的支援に関する飲食店・
移動販売事業
　5. たすけあい事業
　6. 医療や介護、福祉系の専門職に関する
人材育成・派遣事業
　7. その他、本会の目的達成に必要な事業

①　物品販売事業
②　広告掲載事業
③　飲食店事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2020/11/10 2020/12/14 2020/12/23 3月31日 認証済み


