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1
特定非営利活動法人日本儀礼
文化協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
ホンギレイブンカキョウカイ

佐久間　進
北九州市小倉北区上富野３
丁目２番８号

北九州市小倉北区
沖縄県那覇市古島１丁目１５
番１１号

この法人は、日本独特の文化を身につ
け、常識を備え、世の人々から尊敬さ
れ、現代社会で活躍できる公徳心にあ
ふれた人材の育成を目指し、一般市民
及び青少年に対して、日本の伝統文化
の理解を深めるための各種講座、講演
会の開催に関する事業等を行い、もっ
て秩序と礼節を重んずる社会の構築に
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

１．日本の伝統文化を理解し、礼節を高める
ための各種講座、講演会の開催
２．思いやりの心を養い、常識を深めるため
の教育、研修教室の開催、運営

１．礼儀作法、礼法に関する書籍の出
版事業

○ ○ ○ 2001/10/13 2001/7/17 2001/2/23 3月31日 認証済み

2
特定非営利活動法人ジャパン
ヘスティア協会

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ジャパンヘスティアキョウカイ

藤原　康弘
福岡市中博多区中洲中島町
3-10

福岡市博多区
東京都渋谷区代々木二丁目5
番1号

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

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

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

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

3
特定非営利活動法人日本きも
の推進協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
ホンキモノスイシンキョウカイ

大倉　清 朝倉郡筑前町二75番地３ 筑前町

熊本県熊本市水前寺1丁目1
番5号ダイヤパレス水前寺駅
通り503号
大分県大分市金池町4丁目9
番21号カルフール金池303号
長崎県長崎市万才町５番２４
号HILL SIDO 5301号
鹿児島県鹿児島市下荒田４
丁目１５番１８号清永ビル１F

この法人は、一般市民に対して、着物
の着付を指導啓蒙しより多くの人に其
の普及を図り、日本文化の振興に寄与
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

１．和装に関する講演会の開催事業 ○ 2002/3/1 2002/5/20 2002/6/3 4月30日 認証済み

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

6
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

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

浅海　久美子
福岡市東区箱崎五丁目１１
番

福岡市東区 山口県周南市富田二丁目

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

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

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

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

8
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

9
特定非営利活動法人ロシナン
テス

トクテイヒエイリカツドウホウジンロ
シナンテス

川原　尚行
北九州市小倉北区古船場町
１番３５号

北九州市小倉北区
東京都新宿区新宿六丁目７
番２２号

この法人は、貧困や紛争等の課題を有
する世界の国や地域に対して、幅広く
寄付金および協賛金を募る事業や、医
療をはじめとして教育、農業などの活動
を通じて国の基盤づくりを手伝い、また
これらの活動を通じて日本と関係する
国々との国際交流の発展に寄与するこ
と及び大規模災害で被災した人々に対
する支援活動を通じて、早期の復興を

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
４．災害救援活動
５．国際協力の活動

１．貧困や紛争等の課題を有する世界の国
や地域の人々の生活改善に寄与する事業 
２．貧困や紛争等の課題を有する世界の国
や地域における人材の育成や交流を推進す
る事業
３．紛争や災害による被災民に対しての救援
や復興協力活動
４．この法人の事業を行うための広報活動及
び後方支援活動

１．イベントの企画・開催
２．物品の制作・販売
３．書籍等の出版
４．法人の目的を達するための受
託事業

○ ○ ○ ○ ○ 2006/1/18 2006/4/28 2006/5/1 3月31日 認証済み 認定 絶対値基準 2016/12/28 2021/12/27

10
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

11
特定非営利活動法人ハート
ウェル二十一

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ハートウェルニジュウイチ

佐久間　進
北九州市八幡西区大膳一丁
目２番１号

北九州市八幡西区

沖縄県浦添市前田１５番１号
石川県金沢市北安江三丁目
１番４４号
大分県中津市下池永１６０番
地
宮崎県延岡市別府町３１６０
番地１号

この法人は、高齢者等及び地域住民に
対して、社会福祉活動及び健康増進・
文化活動に関する事業を行い、高齢者
等及び地域住民の仲間づくり・健康づく
り・生きがいづくりをサポートすることに
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

１．高齢者等地域住民の憩いの場としてのふ
れあいサロンの提供･開設･運営 
２．高齢者向け情報誌の作成･配布
３．法律･介護･冠婚葬祭等に関するシルバー
相談窓口の運営
４．地域住民の交流及び生きがいづくりのた
めのイベント実施事業 
５．第４条各号に掲げる活動を行う団体の支
援事業
６．地域の環境美化活動の実施
７．まちづくりや地域の活性化のための協働
及びボランティアの促進
８．ＮＰＯとの協力、連携事業

１．高齢者等地域住民を対象としたカル
チャー講座の開設･運営
２．宅老施設の運営
３．遺言執行の受託等の生前契約決済
事業
４．公共施設(生涯学習施設等)の管理
運営及び受託事業

○ ○ ○ ○ 2000/7/12 2000/11/7 2000/11/17 12月31日 認証済み

12
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

13
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

14
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

15
特定非営利活動法人筑後川流
域連携倶楽部

トクテイヒエイリカツドウホウジンチ
クゴガワリュウイキレンケイクラブ

伊佐　淳
久留米市中央町２２－１７－
３F

久留米市

本会は、筑後川流域圏における地域連
携を深めるための情報交換と人的交流
を促進し、流域圏における環境の向
上・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．環境の保全を図る活動
３．文化､芸術またはスポーツの振興を
図る活動

１．筑後川流域圏における地域連携を深める
ための情報交換と人的交流及びそれに関連
する事業
２．筑後川流域圏における地域環境向上の
ための事業
３．前各号に関連する調査・研究及び提言

○ ○ ○ 1999/2/12 1999/6/17 1999/6/22 3月31日 認証済み

16 特定非営利活動法人くるぶら
トクテイヒエイリカツドウホウジンク
ルブラ

原口　雅典
久留米市長門石2丁目10番
13号

久留米市

この法人は、一般市民及び事業者に対
して、経済活動の活性化の普及に関す
る事業等を行い、情報化社会の発展を
図ることにより、もって公益の増進に寄
与することを目的とする。

１．経済活動の活性化を図る活動 
２．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．子どもの健全育成を図る活動

１．情報チャンネルの作成、管理に関する事
業
２．芸術又はスポーツの振興を図るイベント
事業
３．事業者の販売促進を図る事業 

○ ○ ○ ○ 1999/5/27 1999/9/29 1999/10/4 3月31日 認証済み

17
特定非営利活動法人シティー
ウィンズ久留米市民吹奏楽団

トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
ティーウィンズクルメシミンスイソウ
ガクダン

松原　昭彦
久留米市北野町稲数４６番
地６

久留米市

この法人は、広く一般市民に対してコン
サートなどの音楽演奏活動を 行い、地
域文化の振興と音楽のある豊かな街づ
くりに貢献する。また、 ２１世紀の地域
社会を担う子どもたちに対しては、出張
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．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

１．定期的な演奏会
２．小学校中学校を対象とした出張音楽教室
３．管打楽器講習会の開催や講師派遣など
の音楽普及事業
４．地域イヴェントや施設等での依頼演奏の
受託事業
５．機関誌の発行事業
６．情報の発信と収集およびネットワーク作り
等のインターネット事業 
７．技術向上のための講習会の受講など研
修事業

○ ○ ○ 1999/12/1 2000/2/28 2000/3/6 3月31日 認証済み



18
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

19
特定非営利活動法人福間津屋
崎子ども劇場

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クマツヤザキコドモゲキジョウ

瀧口　輝美
福津市宮司４丁目２０番２５
号

福津市

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

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

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

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

20
特定非営利活動法人こども
ネットワｰク“ＣｏＣｏ田川”

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ドモネットワーク”ココタガワ”

市原　雅子 田川市大字川宮７０３番地２ 田川市

この法人は、地域の大人や子どもたち
に対して、キャンプや子ども祭 りなどの
自主的体験活動及び子どものための
優れた舞台芸術を鑑賞する 事業を行
い、豊かな心と生きる力を身につけるこ
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

１．子どもの自主的な体験活動に関する事業
２．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

○ ○ ○ 2000/12/19 2001/3/13 2001/3/29 3月31日 認証済み

21
特定非営利活動法人ボディ
パーカッション協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンボ
ディパーカッションキョウカイ

山田　俊之 久留米市江戸屋敷2-4-33-3 久留米市

この法人は、子どもたちや障害者をは
じめ、広く市民に対して、楽器を使わず
に体で音楽を表現できるボディパーカッ
ションの普及に関する事業を行い、音
楽教育、子どもたちの健全育成、国際
交流など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．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

１．ボディパーカッションに関する調査・研究
及び普及・啓発事業
２．ボディパーカッションクラブの育成事業
３．ボディパーカッションに関する指導者育成
事業
４．福祉施設や病院等における音楽・レクリ
エーション療法に関する事業
５．ボディパーカッションを通した国際交流事
業
６．ボディパーカッションに関する広報及び出

○ ○ ○ ○ ○ 2001/11/5 2002/2/8 2002/3/18 3月31日 認証済み

22
特定非営利活動法人エム・ワ
イ・ピー

トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
ム・ワイ・ピー

古賀　健
宗像市田熊四丁目２番地８
－1202号

宗像市
宗像市久原400宗像ユリック
スプラネタリウム

この法人は、天文普及・情報・文化の拠
点である宗像ユリックスプラネタリウム
において、宗像市及びその周辺市民に
対して、プラネタリウム番組に関する事
業、プラネタリウム運営業務に関する事
業、天文普及に関する事業を行い、豊
かな地域文化の創造に寄与することを

１．文化､芸術又はスポーツの振興を
図る活動

１．プラネタリウム番組に関する事業
２．プラネタリウム運営業務に関する事業
３．天文普及に関する事業

１．他のプラネタリウム関連の施
設・団体・企業に対する支援事業
２．プラネタリウム番組配給に関
する事業

○ 2001/11/15 2002/2/15 2002/2/19 3月31日 認証済み

23
特定非営利活動法人春日イー
グルス

トクテイヒエイリカツドウホウジンカ
スガイーグルス

杉山　活明
春日市惣利3丁目46番地シ
ティベールイーグル１Ｆ

春日市

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、スポーツ教室開
催事業、スポーツ選手などの育成事
業、レクレーションの指導に関する事業
などを行い、スポーツ・レクレーションの
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．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．国際協力の活動

１．スポーツ教室開催事業
２．スポーツ選手・指導者・審判員の育成事
業
３．スポーツ大会などのイベントの企画・開催
事業
４．スポーツを通じた国際交流に関する事業
５．レクリエーションに関する講習会開催事業
６．レクリエーションの指導に関する事業
７．レクリエーションに関するイベントの企画・
開催事業

１．物品の販売に関する事業 ○ ○ ○ ○ 2001/12/17 2002/3/8 2002/4/1 3月31日 認証済み

24
特定非営利活動法人ちくしの
子ども劇場

トクテイヒエイリカツドウホウジンチ
クシノコドモゲキジョウ

萩尾　真津美
筑紫野市針摺中央２丁目５
番３号やよい荘１０５

筑紫野市

この法人は、文化芸術活動、自然体験
活動、異年齢の集団遊びなどを通し
て、大人も子どもも人間として豊かに育
ち合うことを目指します。そのことを通し
て、地域の中で子ども達が生き生きとし
た「子ども時代」を過ごすための環境づ
くりを目指します。

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．人権の擁護又は平和の推進を図る
活動
５．子どもの健全育成を図る活動

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

○ ○ ○ ○ 2002/2/4 2002/5/10 2002/5/24 8月31日 認証済み

25
特定非営利活動法人国際地域
文化研究所

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
クサイチイキブンカケンキュウショ

鹿島　英一
糸島市前原中央三丁目３番
２７－８０６号

糸島市

本会は、日本と近隣アジアをはじめとす
る周辺の広範な諸地域との文化の差
異に関して、直接比較する調査研究お
よび速やかな広報活動を行うとともに、
不特定多数の市民・団体を対象に助言
または支援・協力を行い、冷戦構造の
崩壊により民族や宗教の対立が顕著と
なった多様化する二十一世紀の世界に
おいて、異文化に属する者同士が誤解
に基づく鋭い文化摩擦を回避して、安
全に共生・共存できる社会の実現と国
際協力などの公益の増進に献身的に
寄与することを目的とする。

１．文化の振興を図る活動
２．国際協力の活動
３．社会教育の推進を図る活動

１．研究会（アジア文化研究会等）の開催
２．国際地域文化に関する研究論文誌の発
行と販売
３．本会の目的適う書籍・印刷物の発行およ
び販売
４．日本語教師の養成講座の開講
５．国内外での日本語教育実施の支援（教
師・宿舎の斡旋等）
６．国内外の教育機関相互の留学交流プロ
グラムの支援（提携の斡旋等）７．本会の目
的に適う書籍・印刷物の集積と提供
８．外国語学習講座の開講
９．外国事情学習講座の開講
１０．インターネットによる上記事業の支援業
務（情報提供等）

○ ○ ○ 2002/7/2 2002/10/3 2002/10/15 3月31日 認証済み

26
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

27
特定非営利活動法人博多古謡
保存会

トクテイヒエイリカツドウホウジンハ
カタコヨウホゾンカイ

中村　重代 大野城市瓦田3丁目6番4号 大野城市

この法人は、広く一般市民に対して、
人々が20世紀に置き忘れてきた情緒や
心を復活させる精神のもとに、博多の
心豊かな町人文化である博多古来の
民謡の伝承、保存、普及に関する事業
を行い、もって明るい地域社会の形成、
文化・芸術の振興、社会教育の推進及
び子供の健全な育成に寄与することを

１．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．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

１．博多古来の民謡の保存に関する事業
２．博多古来の民謡の普及・啓発に関する事
業

○ ○ ○ ○ 2002/10/16 2003/1/8 2003/1/15 12月31日 認証済み

28 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

29
特定非営利活動法人むなかた
子ども劇場

トクテイヒエイリカツドウホウジンム
ナカタコドモゲキジョウ

安井　志津
宗像市大字江口１２３４番地
８６

宗像市

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

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

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

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

30
特定非営利活動法人白城の里
旧大内邸保存会

トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
ラキノサトキュウオオウチヤシキオ
オウチテイ

上島　登美子 八女市立花町白木3245番地 八女市

この法人は、白城の里旧大内邸を保存
することで一般市民に対して施設の公
開と地域文化の継承を促進し、また生
涯学習及び青少年の健全育成の場を
提供することで地域の活性化及び人材
育成を推進し、もって地域社会の利益
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．文化､芸術又はスポーツの振興を
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

１．白城の里旧大内邸の保存及び管理に関
する事業
２．華道及び茶道教室の開催に関する事業 
３．地域文化の継承に関する事業
４．まちおこしに関する事業 
５．総合学習の支援事業

○ ○ ○ ○ 2002/11/18 2003/3/7 2003/3/14 3月31日 認証済み

31
特定非営利活動法人古賀新宮
子ども劇場

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ガシングウコドモゲキジョウ

金子　佐知子
古賀市花見南３丁目１２番３
号

古賀市

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

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

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

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

32
特定非営利活動法人武光福祉
会

トクテイヒエイリカツドウホウジンタ
ケミツフクシカイ

川上　直哉
朝倉郡筑前町高田2315番地
3

筑前町

この法人は、高齢者や児童青少年をは
じめとする一般市民に対して、介護保
険法に基づく居宅サービス事業、サー
ビス付き高齢者向け住宅供給事業など
の福祉の増進を図る事業を行うととも
に、福祉教育の推進、健康に暮せるま
ちづくりを図り、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．まちづくりを図る活動 
４．文化、芸術又はスポーツの振興を
図る活動
５．子どもの健全育成を図る活動

１．社会福祉に関する教育・啓発事業
２．高齢者の健康保全及び生きがいづくりの
ための文化スポーツ事業 
３．介護保険法に基づく訪問介護事業、介護
予防訪問介護事業及び第一号訪問事業
４．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
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居宅介護
事業及び重度訪問介護事業
６．高齢者、福祉施設従事者への配食事業
７．サービス付き高齢者向け住宅供給事業
８．高齢者、障害者への生活支援事業
９．地域の子育て支援、児童福祉事業

１．寄付された物品の販売事業
２．チャリティーイベントの開催事
業
３．会員相互の親睦事業
４．会員のための福利厚生事業

○ ○ ○ ○ ○ 2002/11/20 2003/3/7 2003/3/17 3月31日 認証済み

33 特定非営利活動法人ジネス
トクテイヒエイリカツドウホウジンジ
ネス

岡　三惠子 糸島市篠原東2丁目16番1号 糸島市

この法人は、子育て支援、高齢者、障
がい者の生活支援、高齢者、女性の就
労支援及び社会参加活動支援事業を
通じて、地域社会の労働力の活性化を
進めながら女性の社会的自立を推進
し、地域の雇用と福祉の増進を推進す
るとともに、市民に対して芸術活動を発
信する機会を提供することで、芸術振
興に寄与することを目的とする。

１．福祉の増進を図る活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．学術、文化､芸術又はスポーツの振
興を図る活動 
４．男女共同参画社会の形成を図る活
動
５．子どもの健全育成を図る活動
６．職業能力の開発または雇用機会の
拡充を支援する活動

１．在宅福祉サービスに関する事業（高齢
者、病人等の生活支援）
２．高齢者や女性の就労支援
３．女性の社会参加支援（意識の啓発と支
援）
４．子育て支援
５．市民の行う芸術活動の普及啓発事業
６．上記の目的を達成するために必要な指定
管理者制度に係る施設の管理運営受託事業

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

34
特定非営利活動法人大牟田・
荒尾炭鉱のまちファンクラブ

トクテイヒエイリカツドウホウジンオ
オムタ・アラオタンコウノマチファン
クラブ

中野　浩志 大牟田市築町２番地8 大牟田市

この法人は、大牟田市、荒尾市を中心
に福岡県、熊本県内外において、日本
の近代化を支えた炭鉱のまちについ
て、炭鉱のまちの様々な地域資源を活
かしたまちづくり活動を展開する事業を
行い、地域の活性化へ寄与すること
で、炭鉱のまちの風景と心象が次世代
に継承されていくことを目的とする。

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．環境の保全を図る活動
５．子どもの健全育成を図る活動

１．炭鉱のまちの魅力を伝えるウォーキング
ツアーの開催
２．炭鉱のまちの魅力を伝えるツアーガイド
業
３．まちづくりの推進を図る講演会、交流会、
講習会、学習会、展示会、演劇会の開催
４．炭鉱のまちの魅力を伝え又は地域を活性
化させるための人材を育成する事業 
５．炭鉱のまちに関する調査研究事業 
６．まちづくりに関する調査研究事業 
７．炭鉱のまちの地域資源を保全、活用する
ためのトラスト運動
８．炭鉱のまちの魅力を伝える物品の販売事

○ ○ ○ ○ ○ 2002/12/11 2003/3/27 2003/4/7 3月31日 認証済み

35
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

36
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

37
特定非営利活動法人国際科学
技術・文化振興会

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
クサイカガクギジュツ・ブンカシンコ
ウカイ

隈　智恵子 古賀市青柳3108番地3 古賀市

この法人は、科学技術の修得のため海
外から留学する学生及び中国の学生、
研究生に対する奨学金の給付等の支
援活動並びに短歌をはじめとする日本
文芸の伝承等の活動を行う団体等に
対する活動資金の給付等の支援活動
を通じて、科学技術と文化（芸術）の振
興・調和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．国際協力の活動
３．文化、芸術又はスポーツの振興を
図る活動

１．海外からの留学生及び中国の学生、研究
生が科学技術の修得を行う場合の支援事業
２．日本文芸の伝承等の活動を行う団体等に
対する支援事業

○ ○ ○ 2002/12/20 2003/3/28 2003/4/9 3月31日 認証済み

38
特定非営利活動法人遠賀川流
域住民の会

トクテイヒエイリカツドウホウジンオ
ンガガワリュウイキジュウミンノカ
イ

松尾　一四 飯塚市川島６８６番地4 飯塚市

この法人は、遠賀川やその流域の環境
の向上を図る事業などを行なうことによ
り、遠賀川の流域に住む人達が川と共
生出来る社会の形成に寄与することを
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．子供の健全育成を図る活動
４．文化、芸術又はスポーツの振興を
図る活動
５．社会教育の推進を図る活動

１．遠賀川流域の自然環境の保全活動と川
づくりに対する提言 
２．遠賀川の水質改善、向上に対する提言 
３．遠賀川流域の環境保全に向けて活動す
る人達や団体の交流連携の促進事業
４．遠賀川の歴史文化の継承やスポーツ大
会の開催に関する事業
５．遠賀川流域の自然環境の調査、研究事
業
６．大人や子供の自然体験学習サポート事業
７．流域の住民が川と親しめる環境づくりに
関する事業
８．ゴミの不法投棄の防止と回収活動に関す
る事業
９．ホームページや出版物による遠賀川に関
する情報の提供事業
１０．遠賀川流域の防災の普及及び啓発活

○ ○ ○ ○ ○ 2003/1/17 2003/4/28 2003/5/9 3月31日 認証済み

39
特定非営利活動法人八女空き
家再生スイッチ

トクテイヒエイリカツドウホウジンヤ
メアキヤサイセイスイッチ

高橋　康太郎 八女市本町２番地１０５ 八女市

この法人は、町家その他の文化遺産の
再生・活用を通じ、景観の保全と交流
の促進を行い、より豊かな地域社会の
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．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．経済活動の活性化を図る活動

１．町家その他の文化遺産の再生に関する
事業
２．町家その他の文化遺産の活用及び管理・
運営・サービスの提供に関する事業
３．地域交流を促進する事業 
４．その他本法人の目的を達成するための事

１．物品販売業
２．不動産貸与業

○ ○ ○ ○ ○ 2003/3/11 2003/6/30 2003/7/11 3月31日 認証済み



40 ＮＰＯ法人ぽっけ エヌピーオーホウジンポッケ 柳川　昌友
糟屋郡篠栗町大字尾仲588
番地１

篠栗町

この法人は、不登校児及びその家族に
対しての相談支援事業、子育て支援に
関する講演及び相談支援事業並びに
それらに関する情報発信事業などを実
施し、子育ての支援や児童の健全育成
などを通して、よりよい家族関係や人間
関係の構築を図り、子どもの健全育成
などの分野において公益の増進に寄
与していく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．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．子どもの健全育成を図る活動

１．保育園の運営事業
２．放課後児童健全育成事業
３．子育て支援に関するイベント開催及び相
談支援事業
４．子育て支援に関する地域交流活動事業
５．ホームページによる情報発信及び会報・
出版物の発行にかかる事業

○ ○ ○ ○ ○ 2003/3/12 2003/6/30 2003/7/7 3月31日 認証済み

41
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

42
特定非営利活動法人八女町家
再生応援団

トクテイヒエイリカツドウホウジンヤ
メマチヤサイセイオウエンダン

新開　一司 八女市本町２６４番地西棟 八女市

この法人は、八女地域の文化遺産等の
調査研究及び保存活用に関する活動
を通じて、文化的景観を活かしたまちづ
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．文化、芸術又はスポーツの振興を
図る活動

１．伝統家屋の空き家等の再生活用等に係
る事業
２．文化遺産等の調査研究及び保存活用に
係る事業
３．文化遺産等を活かしたまちづくりに係る事

○ ○ 2003/9/8 2003/12/18 2004/1/16 3月31日 認証済み

43
特定非営利活動法人九州車い
すテニス協会

トクテイヒエイリカツドウホウジン
キュウシュウクルマイステニスキョ
ウカイ

麻生　泰
飯塚市大字柏の森字大谷6
番地1

飯塚市

この法人は、車いすテニスを通じ日本
国内及び外国の身体障害者間のス
ポーツ交流・相互理解を深め、さらには
車いす障害者の基礎体力・精神力の構
成をはかり、障害者に勇気と希望を与
え、社会に参加する意欲を大いに喚起
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

１．飯塚国際車いすテニス大会事業
２．車いすテニスの普及事業
３．障害者の社会参加促進のための事業

○ ○ 2003/9/26 2003/12/25 2004/1/21 7月31日 認証済み

44 特定非営利活動法人嘉穂劇場
トクテイヒエイリカツドウホウジンカ
ホゲキジョウ

伊藤　英昭 飯塚市飯塚５番２３号 飯塚市

この法人は、我が国の伝統的な文化を
継承する劇場の活用をはかり、地域と
結びついた演劇活動の活性化と育成を
めざし、地域文化の形成に寄与すると
ともに、地域の人々と一体化した各種
の文化活動の拠点として、講演、研究
活動、参加型芸術活動、伝統芸能の伝
承などをとおして地域の活性化をはか

１．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

①　嘉穂劇場の運営、管理に関する事業
②　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 ○ ○ 2003/9/30 2004/1/5 2004/1/9 3月31日 認証済み 認定 絶対値基準 2017/4/1 2022/3/31

45
特定非営利活動法人フリース
クール風の里

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
リースクールカゼノサト

工藤　明美
行橋市大字道場寺１０３９番
地２

行橋市

この法人は、不登校やいじめなどで悩
む子ども達や保護者の相談にのり支援
しながら社会性を身につけられるよう、
教育・研修を行い、思いやりのあるやさ
しい心を持った社会貢献ができる子ど
もの育成、また障害者（身体障害者・精
神障害者・知的障害者及びこれに準ず
る者）と社会に順応しにくい一般就労が
困難である人々の為に就労の場を確
保し、社会参加できるよう支援すること

１．子どもの健全育成を図る活動
２．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
３．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動

１．学校に行けない子どもと保護者への物質
的・精神的支援を行う事業
２．通信制・単位制の高等学校のサポート校
としての役割を果たす事業
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

○ ○ ○ 2003/10/22 2004/2/17 2004/3/9 3月31日 認証済み

46
特定非営利活動法人ウェブス
ポーツクラブ２１西国分

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ウェブスポーツクラブニジュウイチ
ニシコクブ

伊福　浩 久留米市諏訪野町1563番地 久留米市

この法人は地域住民に対してスポーツ
及び文化の振興を図る為の事業を行
い、生涯スポーツや文化活動及び健康
増進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．子どもの健全育成を図る活動 
３．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
４．まちづくりの推進を図る活動 
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う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．市民スポーツの活動支援事業
２．スポーツ・文化を通したまちつくり活動の
支援事業
３．健康増進のためのスポーツ活動支援事
業
４．スポーツに関する情報提供事業
５．スポーツ大会の企画運営事業
６．公共施設の管理運営事業

１．リーフレット及び大会冊子等に
掲載する広告事業
２．入場料を有するスポーツ大会
及びスポーツイベントのチケット
販売協力事業
３．クラブハウス内での自動販売
機による飲料水及び栄養補助食
品等の販売事業
４．会員向けのコピー及びイン
ターネットサービス事業

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

47
特定非営利活動法人あすてら
すヘルスプロモーション

トクテイヒエイリカツドウホウジンア
ステラスヘルスプロモーション

島田　昇二郎 小郡市上岩田1246番地 小郡市

この法人は、住民に対して、広く健康増
進に関する事業を行い、地域住民の主
体的な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．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

１．健康増進施設運営受託事業
２．健康運動指導事業
３．メンタルヘルスの啓発事業
４．健康増進、疾病予防に関する研究事業
５．健康増進、疾病予防に関するコンサル
ティング事業
６．健康関連の情報提供サービス事業
７．食に関する指導事業
８．健康を啓発するための講演会、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
発販売事業

○ ○ ○ ○ 2004/2/26 2004/6/16 2004/6/22 3月31日 認証済み

48
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

49
特定非営利活動法人中国・日
本人材教育開発機構

トクテイヒエイリカツドウホウジン
チュウゴク・ニホンジンザイキョウ
イクカイハツキコウ

丸山　孝一 久留米市中央町33番地6 久留米市

この法人は、中国の優秀な高度人材に
対して高度人材開発事業を、高度ＩＴ技
術者に対して高度ＩＴ技術者人材教育
事業を行い、日本と中国の友好的な文
化交流・科学技術交流・経済交流等を
推進しもって中国と日本の相互理解の
促進と国際協力の実現に貢献すること

１．国際協力の活動
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．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動

１．高度人材開発事業
２．高度ＩＴ技術者人材教育事業
３．高度人材確保支援事業
４．留学支援事業

○ ○ ○ ○ 2004/3/24 2004/7/22 2004/8/10 3月31日 認証済み

50 NPO法人みまもり隊 エヌピーオーホウジンミマモリタイ 松尾　肇
八女市立花町白木１０３４番
地

八女市

この法人は、福岡県内における地域住
民の映像制作の需要、および映像技術
を通じた地域安全の確保に応える事業
を行い、地域文化、地域経済の振興及
び地域安全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．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．経済活動の活性化を図る活動
５．地域安全活動

１．地域映像資源の記録及び配信事業
２．地域住民の映像技術向上を支援する事
業
３．映像技術を活用した社会弱者の見守り事
業

１．映像制作受託及び頒布事業
２．映像素材の販売事業
３．インターネット広告事業

○ ○ ○ ○ 2004/5/17 2004/9/13 2004/9/22 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

54 特定非営利活動法人森の学校
トクテイヒエイリカツドウホウジンモ
リノガッコウ

舟橋　慎一郎 豊前市大字下河内658番地 豊前市

この法人は、障害者・高齢者や地域住
民に対して、生きがいづくりに関する事
業を行ない、一人ひとりが生きる喜びを
感じながら生活でき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．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動

１．障害者に対する職業訓練事業
２．障害者・高齢者と地域住民との交流事業
３．障害者・高齢者に対するグループホーム
運営事業
４．コンサートや作品展の開催事業
５．グリーンツーリズムに関する事業 
６．引きこもり者の支援事業
７．共同作業所の運営事業
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
サービス事業

○ ○ ○ 2004/10/25 2005/2/22 2005/3/7 3月31日 認証済み

55 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

56
特定非営利活動法人西日本吟
詠歌謡剣詩舞教育振興会

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
シニホンギンエイカヨウケンシブ
キョウイクシンコウカイ

井口　惠弘
筑後市大字山ノ井1１４４番地
１

筑後市

この法人は、漢詩・和歌の創作、及び、
吟詠、吟詠歌謡、剣詩舞など、日本伝
統芸能の振興と社会教育、さらに国際
交流の活発化を目的とする。

１．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
２．社会教育の推進を図る活動
３．国際協力の活動

１．吟詠、吟詠歌謡、剣詩舞などの公演会、
発表会、教室、セミナー等、開催事業

○ ○ ○ 2005/4/28 2005/8/5 2005/8/11 3月31日 認証済み

57
特定非営利活動法人日本セラ
ピューティック・ケア協会

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

城戸　由香里 太宰府市五条２丁目６番１号 太宰府市

この法人は、「すべての人に尊厳と幸
せを」を基本理念として、セラピュー
ティック・ケアその他メンタル・ケアの技
術を広く一般に普及すると共に、その
技術をコミュニケーションの手段として
活用し、広め、応用し、地域社会全般に
優しいふれあいの輪を広げるなど、社
会福祉の増進に寄与することを目的と
する。

１．福祉の増進を図る活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
５．災害救援活動
６．国際協力の活動
７．男女共同参画の形成の促進を図る
活動
８．子どもの健全育成を図る活動
９．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

１．セラピューティック・ケアの施術に関する事
業
２．セラピューティック・ケアに携わる人材育
成に関する事業
３．セラピューティック・ケアの普及啓発に関
する事業
４．その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

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

58
ＮＰＯ法人ＮＩＴカウントボードＳ
ＢＯ会

エヌピーオーホウジンエヌアイティ
カウントボードエスビーオーカイ

小田　徹
京都郡苅田町新津1丁目１１
番地１西日本工業大学内

苅田町

この法人は、社会や学校において競技
スポーツを実施する選手・指導者及び
スポーツを普及・振興する人々などに
対して、リサイクル可能な資源を有効活
用した環境にやさしいスポーツ付属施
設・設備充実を図る事業を行い、ス
ポーツの振興、子どもの健全育成に寄

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．科学技術の振興を図る活動
５．子どもの健全育成を図る活動

１．リサイクルによるスポーツ施設・設備整備
事業
２．リサイクルによるスポーツ施設・設備技術
提供事業
３．リサイクルによるスポーツ施設・設備の調
査・研究事業

○ ○ ○ ○ ○ 2005/3/7 2005/6/6 2005/7/20 7月31日 認証済み

59
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

60
特定非営利活動法人文化財保
存工学研究室

トクテイヒエイリカツドウホウジンブ
ンカザイホゾンコウガクケンキュウ
シツ

土田　充義 小郡市小郡１１５５番地 小郡市

この法人は、文化財建造物及び歴史的
町並みに対して、保存と活用に関する
事業等を行い、建築文化の向上と地域
の活性化に寄与することを目的とする。
併せて、小郡市の歴史と文化の保存活
用に関する事業を行い、市民文化の発
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、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

１．文化財建造物及び歴史的町並みの調査・
修復・保存・再生・活用
２．文化財建造物及び歴史的町並みの調査・
修復・保存・再生・活用に関するセミナー・講
演会
３．文化財建造物及び歴史的町並みの調査・
修復・保存・再生・活用に関する調査報告
書、研究報告書の刊行・販売
４．文化財建造物及び歴史的町並みに関す
る計画・指導・助言
５．小郡市内の歴史と文化に関する調査・研
究事業
６．小郡市内の歴史と文化に関する情報提供
事業
７．小郡市内の歴史と文化に関するイベント
の企画・運営事業
８．上記にかかげる事業を達成するための関

１．物品販売事業
２．広告事業

○ ○ ○ 2005/6/24 2005/10/21 2005/10/25 3月31日 認証済み 認定 相対値基準 2018/7/1 2023/6/30

61
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



62
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

63 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

64
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

65
特定非営利活動法人田川市ス
ポーツ協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンタ
ガワシスポーツキョウカイ

木村　明彦
田川市大字伊田２５５０番地
の１

田川市

この法人は、田川市におけるスポーツ
関係団体相互の連絡協調と親睦をは
かることにより、田川市の生涯スポーツ
の振興とよりよいスポーツ環境づくりを
目指すとともに、市民の体育・スポーツ
の普及発展を促し、健康・体力及び技
術の向上とスポーツ精神を高揚させ、
明朗な田川市建設に寄与することを目
的とする。

１．スポーツ、文化、学術又は芸術の
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．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．スポーツに関するネットワーク事業
２．スポーツに関する広報・啓発事業
３．スポーツに関する競技会の開催・協力事
業
４．スポーツに関する行政への企画・運営な
どの支援事業
５．市民スポーツの活動助成事業
６．体育・スポーツに関する調査研究事業
７．スポーツによる健康相談事業
８．体育・スポーツに関する表彰事業
９．体育施設の維持管理に関する事業 
１０．総合型地域スポーツクラブ設立・運営に
関する支援事業
１１．その他、この法人の目的達成に必要な

１．物品・書籍等の販売事業 ○ ○ ○ 2005/11/7 2006/2/6 2006/2/27 3月31日 認証済み

66
特定非営利活動法人世界子ど
も愛樹祭コンクール・コスモネッ
ト

トクテイヒエイリカツドウホウジンセ
カイコドモアイジュサイコンクール
コスモネット

山中　洋一
八女市矢部村北矢部１１０６
０番地１　世界子ども愛樹祭
記念館内

八女市

この法人は、地球規模で環境破壊が進
行している現在、主に日本国内及び世
界中の子どもたちに対して、水・空気・
土壌・生物等の生態系からなる地球環
境を守るには、樹木、森林の働きが大
変重要な役割を果たしていることの理
解を得るために、森林育成や啓発イベ
ントといった事業を行うことで「木を愛す
る」という文化を広め、自然や郷土を愛
する豊かな心を持った子どもを育成す
ると共に、下流地域との交流により自
然環境保全や緑豊かなまちづくりに寄

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．社会教育の推進を図る活動

１．子どもを中心とした環境保全意識の啓発
イベント開催事業
２．環境保全に係る情報提供事業
３．地域住民参加による森林保全のための
植樹及び森林育成事業
４．指定管理者制度に基づく前条各号に係る
施設の管理運営受託事業

１．物品、書籍等の販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ 2005/11/25 2006/3/9 2006/3/15 3月31日 認証済み

67
特定非営利活動法人まなびっ
と八媛

トクテイヒエイリカツドウホウジンマ
ナビットヤヒメ

德永　哲子 八女市本町５３６番地３ 八女市

この法人は、市立図書館と協力して、
図書館奉仕活動や、ボランティア育成
により図書館活動の支援を行い、住民
のいきがいづくりと豊かなまちづくりに
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．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

１．市立図書館管理運営受託事業
２．図書館に係る調査研究、情報収集及び提
供事業
３．図書館運営に関するボランティアの人材
育成事業

○ ○ ○ ○ 2005/12/5 2006/3/16 2006/3/20 3月31日 認証済み

68
特定非営利活動法人太宰府よ
か倶楽部

トクテイヒエイリカツドウホウジンダ
ザイフヨカクラブ

田村　幸光
太宰府市五条四丁目９番１
号　太宰府市立太宰府中学
校内

太宰府市

この法人は、総合型地域スポーツクラ
ブとして子どもを中心とした地域住民に
対して、スポーツや文化に関する事業
を行い、生涯にわたって「いつでも誰で
も気軽に」住民相互の交流を深めるな
かで、健康づくり、生き甲斐づくり更に
は、コミュニティづくりに寄与することを

１．スポーツ及び文化、芸術の振興を
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．まちづくりの推進を図る活動

１．スポーツ教室及び文化教室の開催事業
２．スポーツ大会及び文化イベント事業 
３．体育施設の管理運営事業
４．スポーツ指導者の研修に関する事業
５．広報紙等の発行事業
６．スポーツに関する調査研究事業

１．物品販売及び貸付事業
２．公共施設等の自動販売機設
置事業
３．広報誌等における広告事業

○ ○ ○ ○ 2005/12/14 2006/3/16 2006/4/3 3月31日 認証済み

69
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

70
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

71
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

72
特定非営利活動法人山びこ福
祉会

トクテイヒエイリカツドウホウジンヤ
マビコフクシカイ

秋山　和範
豊前市大字薬師寺５９３番地
１

豊前市

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

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

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

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

73
特定非営利活動法人あそびの
達人サークル

トクテイヒエイリカツドウホウジンア
ソビノタツジンサークル

田口　朝子
京都郡苅田町京町二丁目１
０番地１１

苅田町

この法人は、子どもや青少年に対して、
放課後もしくは学校の休日などに「あそ
び」「学習」「スポーツ」での居場所作り、
自然体験や生活体験の場つくりをし、
ゆくゆくは、町の子どもと地域住民との
交流促進やコミュニティーの広場を提
供する事業を行い、子どもの健全な育
成と地域の活性化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．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．子どもの活動を支援する人材育成事業 
２．子どもによる学術・芸術・スポーツなどの
活動支援事業
３．子どもによる遊びの広場や自然体験や生
活体験等の場つくり事業
４．子どもの放課後や休日の居場所づくり事
業
５．親子のふれあい及び地域住民との交流
事業
６．子どもと障害者や高齢者とのふれあい事

１．バザー、その他の物品販売
２．資源の回収

○ ○ ○ 2006/8/10 2006/11/15 2006/11/24 3月31日 認証済み

74
特定非営利活動法人ムエタイ
やまと

トクテイヒエイリカツドウホウジンム
エタイヤマト

田邉　弘
うきは市浮羽町高見８６８番
地１

うきは市

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

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

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

１．街頭募金活動事業
２．物品販売事業

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

75
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

76
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

77
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

78
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

79
NPO法人九州視覚障害ゴル
ファーズ協会

エヌピーオーホウジンキュウシュ
ウシカクショウガイゴルファーズ
キョウカイ

楠原　宏和 宮若市宮田７５番地４ 宮若市

この法人は一人でゴルフプレーできな
い視覚障害者に対し、眼助けでプ
レー、その他の援助でプレーを可能に
し、ゴルフによる視覚障害者の社会参
加を援助することで障害者と健常者の
助け合いによる共生を実現し、真に豊
な社会が実現することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動

１．国際ゴルフ大会の開催事業
２．他団体主催のゴルフ大会への選手の派
遣事業
３．選手およびガイドの育成強化事業

１．広告事業
２．チャリティゴルフ大会開催事業

○ ○ 2006/12/12 2007/3/20 2007/3/22 9月30日 認証済み



80
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

81
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

82
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

83
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

84 ＮＰＯ法人京都ドリーム２１
エヌピーオーホウジンミヤコドリー
ムニジュウイチ

原　俊行 行橋市西泉１丁目１番６号 行橋市

この法人は、行橋市・京都郡地域住民
に対して、地域歴史の調査研究に関す
る事業や地域の情報技術発展の推進
を図る事業を行い、地域活性化に寄与
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．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

１．地域活性化を図るための地域歴史の調
査研究及び啓発活動に関する事業
２．地域活性化を図るための情報共有スペー
スを提供する事業
３．地域活性化を図るための情報提供事業
４．地域の商工業者間及び地域住民の交流
促進事業
５．地域活性化を図るための施設の管理運
営事業
６．その他目的を達成するために必要な事業

１．広告事業
２．物品販売事業

○ ○ ○ 2007/5/29 2007/9/12 2007/10/29 3月31日 認証済み

85
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

86
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

87
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

88
特定非営利活動法人岡田武彦
記念館　秋月書院關雎學舎

トクテイヒエイリカツドウホウジンオ
カダタケヒコキネンカン　アキヅキ
ショインカンショガクシャ

疋田　啓佑
朝倉市大字日向石字上河原
５５番１

朝倉市

この法人は、子どもをはじめ一般市民
に対して、書院教育を通じあらゆる啓
蒙活動を実践し、地域と社会に輪を広
げ、広く公益性の増進に貢献することを
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．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．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．市民・団体向けの定例講座の実施
２．子ども向けの論語等古典講座の実施
３．子ども向けの漢字・漢文講座の実施
４．古典を学ぶ各種講演

１．身体の健全な発育に大切な
農産物等の栽培及び販売の事業
２．物品及び食品販売の事業

○ ○ ○ ○ ○ 2007/9/6 2007/12/19 2008/1/7 3月31日 認証済み

89
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

90
特定非営利活動法人アートも
ん

トクテイヒエイリカツドウホウジン
アートモン

﨑山　香王里 添田町大字庄１３２番地の７ 添田町

この法人は、地域社会に対して、手作り
による文化・芸術の普及に関する事業
を行い、全ての人が健やかで文化的に
暮らせる社会作り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．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．保健、医療、又は福祉の増進を図
る活動

１．手作りイベントの企画・運営・協力事業
２．手作りに関する生涯学習・社会教育支援
事業
３．手作りを通した親子のコミュニケーション
活性化支援事業
４．子ども達の体験活動支援事業
５．手作りに関する情報提供事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2007/11/13 2008/2/13 2008/2/29 3月31日 認証済み

91 ＮＰＯ法人鈴の音福祉会
エヌピーオーホウジンスズノネフク
シカイ

八丈野　壽夫 豊前市大字荒堀５２３番地１ 豊前市

この法人は、障害者やその家族、何ら
かのハンディキャップを持つ全ての人
に対して社会生活を営む上で必要な生
活支援や就労支援、または余暇の充実
のためのサークル活動等を通し、障害
者が主体的にかつ、豊かに生きていけ
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．環境の保全を図る活動

１．障害者や何らかのハンディキャップを持つ
人に対する就労支援事業
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定める地域生活
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定める相談支援
事業
４．障害児学童保育所運営事業
５．地域通貨の普及・研究事業
６．障害者スポーツのイベント、企画、実施事
業

○ ○ ○ ○ 2007/11/30 2008/3/10 2008/3/31 3月31日 認証済み

92
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

93
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

94 ＮＰＯ法人太陽文化振興会
エヌピーオーホウジンタイヨウブン
カシンコウカイ

眞田　ヤヱノ
久留米市野伏間１丁目１５番
２３号

久留米市

この法人は、広く日本国内および世界
の人々に対して、今現在および近未来
の急激な温暖化に適応できる生き方や
生活（衣・食・住）の提案や紹介、また強
くなった太陽の積極的な活用・振興に
関する事業を行い、激変している太陽
環境と上手に付き合い、活用していくと
いう新しい文化の形成に寄与すること

１．文化・芸術またはスポーツの振興を
図る活動
２．環境保全を図る活動
３．科学技術の振興を図る活動

１．地球温暖化に適応した生き方や生活に関
する情報収集・発信、提案事業
２．強くなった太陽を積極的に活用・振興する
事業
３．前条各号に関するセミナーやワークショッ
プなどのイベント開催事業
４．その他本法人の目的を達するために必要
な事業

１．物品及び食品の販売、紹介事
業
２．広告掲載事業

○ ○ ○ 2008/4/1 2008/6/25 2008/7/4 3月31日 認証済み

95
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

96
ＮＰＯ法人スポーツニュース
ター

エヌピーオーホウジンスポーツ
ニュースター

沖　祐一
福津市津屋崎一丁目36番23
号

福津市

この法人は、社会や学校において競技
スポーツを実施する選手や指導者、ま
た地域や職域などにおいて健康の手段
としてスポーツに親しむ人やその指導
者などを中心に、スポーツに関わる全
ての人々に対して、スポーツに関する
情報や技術を提供する事業をはじめ、
スポーツの普及に関する事業を行い、
それらを共有することで、スポーツ活動
における外傷・障害などの軽減、また地
域一般市民の健康増進を図り、これら
の活動を通じてスポーツの文化として
の振興を目指し、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．文化、芸術又はスポーツの振興を
図る活動
２．子供の健全育成を図る活動

１．スポーツに関する情報・技術の提供事業
２．スポーツに関するイベントの開催・協力事
業
３．スポーツに関する指導者養成支援事業
４．スポーツ施設の企画・管理・運営支援事
業
５．スポーツクラブ支援事業

１．スポーツや健康に関する物品
の販売事業

○ ○ 2008/5/1 2008/7/31 2008/8/11 3月31日 認証済み

97
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



98
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

99 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

100
ＮＰＯ法人直方市特別支援教
育後援会

エヌピーオーホウジンノオガタシト
クベツシエンキョウイクコウエンカ
イ

川口　武壽 直方市新町3-3-10 直方市 直方市神正町３番地３２号

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

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

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

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

101
特定非営利活動法人松崎歴史
文化遺産保存会

トクテイヒエイリカツドウホウジンマ
ツザキレキシブンカイサンホゾンカ
イ

田熊　正子 小郡市松崎４１４番地２ 小郡市

この法人は、地域の歴史文化遺産を活
用した町づくりと保存活動、地域のユ
ニークな歴史文化活動の交流拠点づく
りやふるさとの豊かな自然環境を基軸
とした地域づくり、そして松崎歴史文化
遺産憲章の啓蒙啓発等の活動や諸事
業を地域の一般市民、歴史・文学・自
然の研究者・愛好家、関係諸団体等と
行うことにより、町づくりと地域文化の
振興及び環境保全に寄与することを目

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．学術・文化、芸術の振興を図る活動
３．環境の保全を図る活動

１．地域の歴史文化遺産を活用した町づくり
及びその保存と学術的研究に関する事業
２．文学者野田宇太郎の仕事と業績の情報
提供及び顕彰啓蒙に関する事業 
３．地域の自然環境の保全と復旧及び活用
に関する事業
４．この法人の事業に必要な広報及び資料
の出版に関する事業
５．その他、この法人の目的を達成するため
に必要な事業

○ ○ ○ 2008/7/1 2008/10/10 2008/10/15 3月31日 認証済み

102
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

103
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

104
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

105
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

106
特定非営利活動法人舞台アー
ト工房・劇列車

トクテイヒエイリカツドウホウジンブ
タイアートコウボウ・ゲキレッシャ

釜堀　茂
久留米市山本町耳納８３８番
地１

久留米市

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

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

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

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

107
特定非営利活動法人浮羽ヤン
グラガーズクラブ

トクテイヒエイリカツドウホウジンウ
キハヤングラガーズクラブ

姫野　大助 うきは市吉井町18-10 うきは市

この法人は、青少年に対してラグビー
を中心としたスポーツを通して人間教
育を行うことにより、次世代を担う人材
の育成及び地域の活性化に寄与する
ことを目的とする。

１．学術、文化、芸術またはスポーツの
振興を図る活動 
２．子どもの健全育成を図る活動
３．国際協力の活動
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、助言また
は援助の活動

１．ラグビーを中心として、スポーツの振興及
び次世代を担う人材育成を図るための教育
事業
２．ラグビーを中心とした、スポーツの地域間
交流事業
３．ラグビーを中心とした、スポーツの国際交
流事業
４．学校教育への支援事業

○ ○ ○ ○ 2009/4/19 2009/7/29 2009/8/7 3月31日 認証済み

108
特定非営利活動法人歩かんね
太宰府

トクテイヒエイリカツドウホウジンア
ルカンネダザイフ

島松　尚宏
太宰府市梅ケ丘１丁目７番１
０号

太宰府市

この法人は、「まるごと博物館」を目指
す太宰府の良さを理解してもらう為に、
ガイド付きまち歩きをはじめとして、歴
史・文化・自然などをテーマとした講演
会・研修会などの実施、まち歩きガイド
小冊子の企画制作、まち歩き検定に関
する企画及びイベントの開催、子どもの
健全育成を図り、社会教育活動に貢献
することを目的とする。

１．社会教育の推進を図る活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．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．国際協力の活動
７．子どもの健全育成を図る活動
８．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．ガイド付きまち歩きに関する事業 
２．歴史、文化、自然などに関する講演会及
び研修会開催に関する事業 
３．まち歩きの企画及び実施に関する事業
４．まち歩きガイド冊子の企画、制作に関する
事業
５．子ども検定に関する企画制作に関する事
業
６．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 
７．太宰府市民遺産に関する企画及びイベン

○ ○ ○ ○ ○ 2009/5/10 2009/8/5 2009/8/17 3月31日 認証済み

109
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

110
特定非営利活動法人ＷＩＮＧ福
岡

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ウィングフクオカ

松藤　健一
柳川市大和町中島１８７３番
地１

柳川市

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

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

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

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

111
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

112 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

113
特定非営利活動法人ぱれっと
田川

トクテイヒエイリカツドウホウジンパ
レットタガワ

綾部　二郎
田川市大字伊加利２１９５番
地４０

田川市

この法人は、田川市における歴史と文
化の上に立った地域の資源としての人
材と施設に対し、時代に即した新たな
視点での価値観を創造することで、主
に田川市民の健康をはじめとする生活
の質の向上と、地域の歴史と文化の継
承を行い、もって公益の増進に寄与す
ることを目的とする。

１．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．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

１．地域資源の調査研究事業
２．地域施設の有効活用に関する調査研究
事業
３．指定管理者制度に基づく地域施設の管理
運営事業
４．市民の多世代交流事業
５．市民の健康づくり事業
６．田川市民の文化継承・創造事業
７．まちづくり専門家養成・派遣事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2009/9/3 2009/11/25 2009/12/4 3月31日 認証済み



114 ＮＰＯ法人テニスゲート エヌピーオーホウジンテニスゲート 伊藤　宏之
筑紫野市牛島４３６番地の６
６

筑紫野市

この法人は地域住民に対して、スポー
ツを通じた健康増進に関する事業を行
い市民の健康づくりとスポーツ振興及
び職業能力開発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．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

１．テニス教室開催事業
２．テニス指導者の育成事業
３．テニスと健康に関する調査、研究事業
４．テニスに関する情報提供事業
５．テニスを中心とするスポーツイベント開催
事業
６．テニスサークル開催事業
７．スポーツ施設の管理運営事業

１．物品販売事業
２．広告掲載事業

○ ○ ○ 2009/10/27 2010/1/29 2010/2/8 3月31日 認証済み

115 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

116 ＮＰＯ法人南陵塾
エヌピーオーホウジンナンリョウ
ジュク

梶原　實
鞍手郡鞍手町大字新北９３３
番地１

鞍手町

この法人は、少年から高齢者に対し
て、社会体験活動やスポーツ活動、伝
統文化活動に関する事業を行い、子育
て支援や青少年健全育成、健康促進、
地域発展、スポーツ及び伝統文化活動
の振興に寄与することを目的とする。

１．こどもの健全育成を図る活動
２．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
３．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．保健又は福祉の増進を図る活動

１．子育て支援に関する研修、講演、親子体
験活動の企画・運営事業
２．こどもの健全育成に関する研修、講演、体
験活動の企画・運営事業
３．地域交流に関するイベントの企画・運営
事業
４．スポーツに関する指導、体験、イベントの
企画・運営事業
５．スポーツ教室開催事業
６．スポーツ指導者の育成事業
７．スポーツと健康に関する調査・研究事業
８．伝統文化とスポーツに関する調査・研究
事業
９．伝統文化に関する指導、体験、イベントの
企画・運営事業

１．物品販売事業
２．無形財産権の提供等を行う事
業

○ ○ ○ ○ ○ 2010/1/21 2010/4/23 2010/4/30 3月31日 認証済み

117 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

118
特定非営利活動法人シンフォ
ニア・ホルニステン

トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
ンフォニア・ホルニステン

林　伸行
糟屋郡篠栗町大字乙犬９９７
番地１門松駅前イーストサイ
ド４０１号

篠栗町

この法人は、不特定数多数の地域住民
に対して、ホルンアンサンブルを中心と
した音楽の演奏、ホルン愛好家の方へ
の助言、指導に関する事業を行い、心
の通いあった人間関係と音楽文化の振
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．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動

１．ホルンアンサンブルを中心とした演奏会
及び楽器講習会の主催事業
２．各種福祉施設及び教育施設での音楽鑑
賞会並びに地域住民との交流会の主催事業

○ ○ ○ 2010/4/27 2010/7/30 2010/8/6 3月31日 認証済み

119
特定非営利活動法人矢部川流
域プロジェクト

トクテイヒエイリカツドウホウジンヤ
ベガワリュウイキプロジェクト

石永　節生
筑後市大字溝口１２９７番地
１

筑後市

この法人は、県南及び県下の住民や団
体等に対して、その資材等に矢部川流
域のあらゆる産物を用いた建築やリ
フォームに関する事業を行うとともに、
既存家屋の維持管理の支援や環境の
保全及び伝統産業の振興に関する事
業を行い、環境の維持管理に貢献し、
地産地消、地産地材の確立を目的とす
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．消費者の保護を図る活動 
７．職業能力開発又は雇用機会の拡
充を支援する活動

１．シックハウス症候群、アレルギー症候群
や化学物質過敏症等を誘発しない住まいづく
りのための資材を健康環境資材と位置づけ、
その研究開発事業
２．伝統産業や流域産業等一次産業の技術
者の育成と継承を行うと共に従事者の発掘を
行う事業
３．矢部川市民大学を開校し、環境教育や著
名人の講演等各種セミナーを開催する事業
４．既存家屋の維持管理業務を通して主に高
齢者に対して風水害や悪質な訪問販売業者
等を防止する事業、及び住まいの耐震調査
や電磁的測定も合わせて行う。 
５．健康環境資材や流域産品を駆使して、リ
フォーム工事や新築住宅の受注業務を行う
事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2010/4/30 2010/8/12 2010/9/1 3月31日 認証済み

120 ＮＰＯ法人武道アカデミー
エヌピーオーホウジンブドウアカデ
ミー

古川　恭司
三潴郡大木町大字三八松１
７６８番地３

大木町
三潴郡大木町大字三八松７４
３番地６

この法人は、地域住民に対して、ス
ポーツ，武道を通じた健康増進及び青
少年育成に関する事業を行い、県民の
健康作りと生涯学習の一環としての武
道教育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

１．武道教室開催事業
２．武道指導者の育成事業
３．武道に関する情報提供事業
４．武道選手権大会の実施事業

１．物品販売事業
２．映像企画制作事業

○ ○ ○ 2010/5/23 2010/9/1 2010/9/8 3月31日 認証済み

121
特定非営利活動法人無形民俗
文化財アーカイブズ

トクテイヒエイリカツドウホウジンム
ケイミンゾクブンカザイアーカイブ
ズ

池松　卓成
久留米市津福今町２９２番地
１、３－８

久留米市

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

１．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
２．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
３．子どもの健全育成を図る活動
４．社会教育の推進を図る活動
５．情報化社会の発展を図る活動 
６．まちづくりの推進を図る活動 
７．国際協力の活動
８．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
９．経済活動の活性化を図る活動
１０．男女共同参画社会の形成の促進
を図る活動

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

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

122
特定非営利活動法人伊都日本
振興会

トクテイヒエイリカツドウホウジンイ
トニッポンシンコウカイ

笠　信純
糸島市前原中央三丁目１番
１４号

糸島市

この法人は、地域住民に対して、地域
振興、再生のために、スポーツ活動、
文化活動、経済活動、教育活動等の機
会の提供、企画、助言、支援等を行い、
地域社会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．国際協力の活動
５．子どもの健全育成を図る活動
６．経済活動の活性化を図る活動
７．職業能力の開発又は雇用機会の
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．スポーツクラブチームの運営・管理事業
２．スポーツスクールの運営・管理事業
３．魅力ある地域づくりを担う人材育成事業 
４．地域活性化のための企画、助言、支援事
業

１．雑貨等の物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2010/7/20 2010/10/25 2010/11/22 1月31日 認証済み

123
ＮＰＯ法人八女ベーゼンドル
ファー音楽祭プロジェクト

エヌピーオーホウジンヤメベーゼ
ンドルファーオンガクサイプロジェ
クト

黒岩　光 八女市本町１６４番地 八女市

この法人は、八女市民の文化向上のた
め、八女地域の文化芸術活動の振興
を行い、豊かなまちづくりに寄与するこ
とを目的とする。

１．文化、芸術の振興を図る活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．こどもの健全育成を図る活動

１．八女市にピアノを寄贈する事業 
２．文化芸術に関する各種音楽会・演劇会・
講演・研修会等の開催及び支援事業
３．文化芸術に関する情報の収集及び提供
の事業
４．文化芸術に関する人材育成事業

○ ○ ○ ○ 2010/8/10 2010/11/12 2010/11/24 9月30日 認証済み

124
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

125
ＮＰＯ法人ふくようスポーツクラ
ブ

エヌピーオーホウジンフクヨウス
ポーツクラブ

片田　秀治 春日市弥生２丁目４０番地 春日市

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の人々
に対して、幼稚園・保育園・小学校での
スポーツ教室の開催事業、スポーツ選
手などの育成事業、及び文化・芸術・ス
ポーツを通じて、中高年齢者の健康促
進、子どもたちの健全育成を図り、より
良い町づくりに寄与することを目的とす

１．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

１．スポーツ教室の開催事業
２．スポーツの選手・指導者の育成事業
３．スポーツ大会などのイベントの企画・開催
事業
４．レクリエーションに関するイベントの企画・
開催事業
５．子育てに関する相談及び託児所の運営

１．物品の販売に関する事業
２．教室等スペース貸付
３．広告掲載事業

○ ○ ○ 2010/10/29 2011/1/27 2011/4/1 3月31日 認証済み

126
特定非営利活動法人アイアー
トレボ

トクテイヒエイリカツドウホウジンア
イアートレボ

母里　聖德 田川市新町２１番２８号 田川市

この法人は、市民および、芸術の作り
手とまちづくりに関わる人々に対して、
地域の誇る歴史と文化を活かした芸術
と産業の連携による、新たなまちづくり
の研究と、展覧会やイベント等の企画
運営や、商品・サービスの開発等の、ま
ちづくりと文化芸術活動・産業活動の振
興を図る事業を行い、もって不特定多
数の利益の増進に寄与することを目的

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．経済活動の活性化を図る活動 
４．社会教育の推進を図る活動 
５．情報化社会の発展を図る活動

１．まちづくりの実践及び調査研究に関する
事業
２．美術展の企画、運営事業
３．アートを活用した商品開発支援事業
４．ワークショップ等の文化芸術教育支援事
業
５．まちづくりを支援する情報コミュニケーショ
ン技術開発に関する事業 
６．１から５の事業に関する出版事業

○ ○ ○ ○ ○ 2010/12/2 2011/3/9 2011/4/1 8月31日 認証済み

127
ＮＰＯ法人Ｃｌｕｂ　Ｇｒａｓｓ　Ｒｏｏ
ｔｓ　北筑後

エヌピーオーホウジンクラブ　グラ
ス　ルーツ　キタチクゴ

平山　勇
小郡市小郡３９１番地２　４０
２号室

小郡市

この法人は障害の有無などに関わらず
地域住民や子どもまでの全ての人に対
して、スポーツ教室開催事業、スポーツ
選手の育成事業、レクレーションの指導
に関する事業などを行い、スポーツ・レ
クレーションの普及・振興を通じて子供
の健全な育成や健康の増進に寄与す
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．子どもの健全育成を図る活動 
３．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動

１．スポーツ教室開催事業
２．スポーツの選手・指導者・審判員の育成
事業
３．スポーツ施設の管理運営事業
４．スポーツ大会・レクレーションなどのイベン
ト企画・開催事業
５．スポーツと健康に関わる情報提供事業

１．物品販売事業
２．広告掲載事業

○ ○ ○ 2010/12/27 2011/4/8 2011/6/9 3月31日 認証済み

128 ＮＰＯ法人ぱーそなるケア
エヌピーオーホウジンパーソナル
ケア

中島　新助 八女市納楚３４４番地８ 八女市

この法人は、地域住民に対して、健康
増進および介護福祉に関する事業を行
い、市民の健康づくりおよび社会保障
など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．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

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居宅介護支援事業
５．障害予防・健康増進づくり事業 
６．運動施設の管理運営事業
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

○ ○ ○ 2011/1/16 2011/4/26 2011/4/28 3月31日 認証済み

129 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

130
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

131
特定非営利活動法人まちづく
りネット八女

トクテイヒエイリカツドウホウジンマ
チヅクリネットヤメ

北島　力 八女市本町２６４番地西棟 八女市

　この法人は、八女地域の歴史、文化
を活かしたまちづくりに関する活動を通
じて、八女地域の歴史、文化の継承発
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

１．歴史的資源を活かしたまちづくりに係る事
業
２．歴史、文化の調査研究及び活用に係る事
業
３．地域振興及び移住定住等のまちづくりに

○ ○ 2011/4/26 2011/7/22 2011/8/2 3月31日 認証済み

132
特定非営利活動法人川筋ジャ
パンマーベラス

トクテイヒエイリカツドウホウジンカ
ワスジジャパンマーベラス

西口　勝 福岡県飯塚市椿１１４番地１ 飯塚市
福岡県福岡市博多区下呉服
町６番１２号

この法人は、地域の住民、ひいては日
本中・世界中の人に対して、和太鼓を
中心とした伝統文化の振興に関する事
業を行い、日本文化の継承、健全青少
年の育成、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）学術、分科、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

（１）特定非営利活動に係る事業
　　①　和太鼓を中心とした和楽器教室事業
　　②　和太鼓の出張指導事業
　　③　和太鼓指導者の育成
　　④　和太鼓道場の管理運営事業
　　⑤　和太鼓を中心としたイベントの企画、
運営事業
　　⑥　和太鼓を中心とした演奏活動事業
　　⑦　和太鼓留学生の受け入れ事業
　　⑧　和太鼓を中心とした和楽器のワーク
ショップ事業
　　⑨　和太鼓指導者の派遣事業

（２）　その他の事業
　　①　物品販売事業

○ ○ ○ 2011/7/27 2011/11/8 2012/1/17 12月31日 認証済み



133 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

134 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

135
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

136
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

137 NPO法人仁王丸 エヌピーオーホウジンニオウマル 灰塚　和正 久留米市東合川新町１－１４ 久留米市

この法人は、久留米市及びその周辺地
区の地域住民の、高齢者、障害者等の
生活支援及び生きがいづくり、並びに
快適な住環境及び良好な社会環境づく
りを推進し、もって地域福祉の増進に寄
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事業 
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．災害救護活動
６．地域安全活動
７．子どもの健全育成を図る活動

１．高齢者、障害者等の生活支援に関する事
業
２．良好な社会環境づくりに関する事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2011/10/14 2012/1/17 2012/2/9 3月31日 認証済み

138 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

139
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

140 NPO法人囲碁将棋育成会
エヌピーオーホウジンイゴショウギ
イクセイカイ

佐々木　茂
久留米市国分町１４３３番地
１

久留米市

この法人は、地域住民及び子ども達に
対して囲碁将棋を通して、日本の伝統
文化を継承するとともに居場所づくり、
生きがいづくり等を行い、もって地域社
会の健全な発展に寄与することを目的

１．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
２．子供の健全育成を図る活動

１．囲碁、将棋の継承及び普及活動 ○ ○ 2012/1/17 2012/4/17 2012/5/8 3月31日 認証済み

141 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

142
特定非営利活動法人ゆめみら
いNIPPON

トクテイヒエイリカツドウホウジンユ
メミライニッポン

山下　善也 宗像市田熊６丁目１番４５号 宗像市
　この法人は、広く一般市民に対し、多
様な交流事業を行い、社会貢献に寄与
することを目的とする。

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（２）まちづくりの推進を図る活動 
（３）観光の振興を図る活動 
（４）農山漁村又は中山間地域の振興
を図る活動 
（５）学術、文化、芸術またはスポーツ
の振興を図る活動 
（６）災害救援活動
（７）国際協力の活動
（８）男女共同参画社会の形成の促進
を図る活動 
（９）子供の健全育成を図る活動 
（１０）経済活動の活性化を図る活動

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

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

143
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

144
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

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

糸島市

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

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

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

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



146
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

147 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

148 NPO法人ついの住まい エヌピーオーホウジンツイノスマイ 稲原　茂延 糸島市二丈田中２５番地７ 糸島市

この法人は、障がい者や一般市民（特
に定年を迎えたシニアの人々）に対し
て、地域交流や家庭菜園の支援、社会
参加・自立支援に関する事業を行い、
福祉の増進を図ると共に地域活性、農
村又は山間地域の振興、文化芸術の
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
事業
２．まちづくりの推進を図る事業 
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
振興を図る事業 

１．学術・文化又は芸術による地域交流事業
２．農作物の耕作支援、指導事業
３．農機具、農業用車両の貸出し事業
４．山間の振興による地域おこし事業 
５．農作物の生産、加工、販売事業
６．農作物の生産、加工等における雇用によ
る障がい者自立支援事業

○ ○ ○ ○ 2012/5/30 2012/9/5 2012/9/13 3月31日 認証済み

149 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

150
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

151 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

152
NPO法人しいだコミュニティ倶
楽部

エヌピーオーホウジンシイダコミュ
ニティクラブ

久本　成美
築上郡築上町大字高塚７８７
番地２

築上町

この法人は、多種目・多世代・多志向型
の総合型地域スポーツクラブを目指し、
スポーツ・文化活動の普及・振興を図る
とともに、地域住民の健全な心身を育
成し明るい豊かな未来の実現に寄与す
ることを目的とする。

１．スポーツ、文化の振興を図る活動 
２．医療又は福祉の増進を図る活動

１．スポーツ教室開催事業
２．文化教室開催事業
３．健康・体力増進事業
４．スポーツ・文化大会事業
５．スポーツ施設の管理運営事業
６．スポーツ指導者の育成事業

１．物品販売事業
２．公告掲載事業

○ ○ 2012/8/8 2012/11/9 2012/11/19 3月31日 認証済み

153
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

154
特定非営利活動法人小郡市の
歴史を守る会

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝｵｺﾞｵﾘｼﾉﾚｷ
ｼｦﾏﾓﾙｶｲ

磯部　冨士夫 小郡市松崎７８９番地 小郡市

この法人は、小郡市民及びその他の住
民に対して、小郡市の歴史と文化の保
存活用に関する事業を行い、市民文化
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、文化の振興を図る活動

１．小郡市内の歴史と文化に関する調査・研
究事業
２．小郡市内の歴史と文化に関する情報提供
事業
３．小郡市内の歴史と文化に関するイベント
の企画・運営事業

１．物品販売事業
２．広告事業

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

155
特定非営利活動法人健康な社
会をつくる会

トクテイヒエイリカツドウホウジンケ
ンコウナシャカイヲツクルカイ

溝上　雅彦
豊前市大字赤熊１３５９番地
４　ぶぜん複合ビル３階

豊前市

　この法人は、市民に対して、健康・体
力づくり、スポーツ活動・介護等に関す
る事業を行い、市民の健康・体力維
持、自立した生活活動の獲得に寄与す
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．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

１．子どものスポーツ教室
２．健康づくり教室
３．運動・娯楽施設運営受託
４．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
５．介護保険法に基づく訪問介護事業
６．障害者自立支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業

１．物品販売 ○ ○ ○ ○ 2012/12/14 2013/3/14 2013/3/21 3月31日 認証済み

156 NPO法人Heart・full Pro.
エヌピーオーホウジンハートフルプ
ロ

荒巻　琴美
中間市鍋山町１番１号　グ
リーンハイツ１Ｆ

中間市

  この法人は、未来を担う子供たち、地
域で活躍している大人からお年寄りに
対して、「地域から世界へ」をスローガ
ンに、英会話を中心とした語学スクール
に関する事業を行い、国際社会に取り
残されることなく、世界で堂々と渡り合
えるたくましい人材を育成することを目
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．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．語学スクール事業 ○ ○ ○ ○ 2013/1/8 2013/4/10 2013/5/20 6月30日 認証済み

157
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

158 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

159
特定非営利活動法人プレー
パークふくつ

トクテイヒエイリカツドウホウジンプ
レーパークフクツ

佐伯　美保
福津市中央１丁目１６番６－
５０６号

福津市

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

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

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

１．物品の販売
２．各種イベントの実施

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

160
特定非営利活動法人福岡・ウ
ガンダ友好協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クオカ・ウガンダユウコウキョウカ
イ

チェユネ　リヴィングストン
春日市紅葉ヶ丘西三丁目２
番地１レークセンターガーデ
ン２０１

春日市
福岡県大川市大字小保138番
地2

この法人は、ウガンダ共和国の国民に
対して、生活環境並びに教育環境の改
善を支援する事業を行い、ウガンダ国
民の生活水準の向上に寄与すると共
に、日本、ウガンダ両国間の友好関係
を促進し、国際協力発展に寄与するこ
とを目的とする。

1.観光の振興を図る活動
2.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拡
充を支援する活動

1.ウガンダ国民の生活環境改善支援事業
2.ウガンダ国民の職業能力開発支援事業
3.ウガンダの子どもたちへの教育支援事業
4.日本とウガンダ間の文化交流事業
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.ウガンダの特産品、民芸品など
の物品販売事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2013/6/6 2013/9/12 2013/9/20 3月31日 認証済み

161
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



162
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

163 ＮＰＯ法人スポネット・しろやま
エヌピーオーホウジンスポネットシ
ロヤマ

甲斐　清司
遠賀郡芦屋町大字山鹿２３９
番地

芦屋町

　この法人は、地域住民に対して、ス
ポーツを通じた健康増進に関する事業
を行い、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．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

１．スポーツ教室の開催及びスポーツイベン
トの企画運営事業
２．スポーツ指導者の育成事業
３．スポーツと健康に関する調査・研究事業
４．スポーツと健康に関する情報提供事業
５．スポーツ施設の管理運営事業
６．各スポーツ団体とのネットワーク事業

１．物品販売事業
２．広告掲載事業

○ ○ 2013/9/2 2013/12/5 2013/12/9 3月31日 認証済み

164 ＮＰＯ法人ライフサポート ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ 中村　伸也
柳川市三橋町蒲船津２０３番
地５

柳川市

この法人は、障害者・高齢者に対して、
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に基づく事
業や就労支援などを行うとともに、併せ
て地域を元気にする試みとして、地域
の総合案内事業と生ゴミ等に関する事
業、情報化社会の発展を図る事業、ス
ポーツの振興を図る事業等を通して地
域住民に対しても障害者・高齢者への
理解を促進させるための、啓発事業を
行うことで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．観光の振興を図る活動
３．スポーツ・文化の振興を図る活動 
４．環境の保全を図る活動
５．情報化社会の発展を図る活動
６．農山漁村または中山間地区の振興
を図る活動 
７．職業能力の開発または雇用機会の
拡充を支援する活動

１．地域に関わる情報の収集・提供事業・地
域の総合案内所の運営事業
２．汚泥・生ゴミ等に関するリサイクル事業（Ｅ
Ｍ菌で飼料、肥料に）
３．スポーツ・文化に関するスクール運営事
業
４．社会参加や就労を目的として行う情報機
器端末（パソコン・スマートフォンなどのＩＴ機
器）のスクール運営事業
５．農山漁村の固有資源とそのブランド化に
関する調査・研究・開発事業
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
支援事業の受託事業
８．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく相談支援
事業
９．障害者に対する就労支援事業
１０．障がい者への理解を促進するための普
及啓発事業
１１．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
１２．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
１３．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

１．物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2013/9/18 2013/12/18 2014/1/6 3月31日 認証済み

165
特定非営利活動法人総合型地
域スポーツクラブＭＣＡ

トクテイヒエイリカツドウホウジンソ
ウゴウガタチイキスポーツクラブエ
ムシーエー

山中　良晃 宗像市和歌美台20番1号 宗像市

この法人は、地域住民に対して、ス
ポーツやレクリエーションなど身体活動
に関する事業を行い、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

1.スポーツ教室開催事業
2.スポーツ指導者の育成事業
3.スポーツと健康に関する調査・研究事業 
4.スポーツと健康に関する情報提供事業 
5.スポーツ施設の管理運営事業
6.スポーツイベント開催事業 
7.スポーツと健康に関する講習会、研修会開
催事業

1.物品販売事業
2.広告掲載事業

○ 2013/9/27 2013/12/26 2013/12/26 3月31日 認証済み

166
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

167
特定非営利活動法人森ん子共
同保育園

トクテイヒエイリカツドウホウジンモ
リンコキョウドウホイクケン

武藤　佳穂里
太宰府市坂本3丁目11番14
号

太宰府市

この法人は、幼児に対して豊かな自然
の中での保育活動をはじめ健全育成に
関する事業を行い、子どもと保護者が
そして地域住民が安心して「共に育つ」
ことができる環境改善に寄与することを
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.学術、文化、芸術又はスポーツの振
興を図る活動

1.幼児の情緒を安定させ、生きる力をはぐく
むための保育事業
2.自然を通して地域とつながる社会教育を目
的とした事業
3.安全な環境での子育てを推進する事業
4.芸術活動を通して豊かな人格形成を育む
事業

○ ○ ○ ○ 2013/11/12 2014/3/4 2014/3/11 3月31日 認証済み

168 ＮＰＯ法人ハッピーワークス
エヌピーオーホウジンハッピー
ワークス

野本　明裕
遠賀郡遠賀町遠賀川1丁目
5-26

遠賀町

この法人は、社会全体の働く人または
それに準ずる人やかかわる人などに対
して、総合的に支援、助言、補助その
他の事業や紹介あっせんや各種イベン
トの企画などに関する事業を行い、働く
ことが楽になる又は楽しくなる幸せな社
会の実現をめざす事を目的として広く
社会生活や経済活動に地域福祉子供
の健全育成など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．農山漁村又は中山間地域の振興を
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．人権の擁護又は平和の推進を図る
事業
5．国際協力の活動
6．男女共同参画社会の推進を図る活
動
7．子供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．消費者の保護を図る活動

1．各種手作り作家や商品などのワークショッ
プ事業
2．各種手作り作家や商品などのワンデー
ショップ事業
3．各種作家や働きたい人や技能はあるが仕
事としてない人の指導育成事業
4．男女地域人種を問わずに働く事の相談や
情報提供事業
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共同生活援
助事業
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就労移行支
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就労継続支
援A型事業
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就労継続支
援B型事業
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知的障害者
福祉ホーム事業、精神障害者福祉ホーム事
業、身体障害者福祉ホーム事業
10. 障害者の日常生活および社会生活を総
合的に支援するための法律に基づく短期入
所事業
11. 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居宅介護
事業
12.  障害者の日常生活及び社会生活を総合

1．物品販売事業
2．広告掲載事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2013/11/29 2014/3/17 2014/3/24 3月31日 認証済み

169
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

170
特定非営利活動法人わんぱく
ハウス

トクテイヒエイリカツドウホウジンワ
ンパクハウス

射場　小百合
直方市大字植木２１６０番地
１

直方市

この法人は、子ども及びその保護者に
対して、保育や子育て支援に関する事
業を行い、子育てに悩んでる方や、事
情があって子どもを預かってくれるとこ
ろがなく困っている方などに、安心して
子どもを預けることができるサービスを
提供するとともに、併せてサッカー教室
を開催することで、子どもの心身の健全
な発達と共生共助の地域社会づくりに
貢献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．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動

１．保育園の運営事業
２．子育て支援に関する相談及び関係機関と
の連絡調整事業
３．子どもたちと地域住民との交流イベント開
催事業
４．子育て支援に関する講演会開催及び講
師派遣事業
５．子育て支援を行う他団体との交流およ
び、支援事業
６．サッカー教室の運営および、指導者派遣
事業
７．児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
８．総合型地域スポーツクラブの運営事業
９．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービスの運営事業
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相談支援
事業の運営事業
１１．児童福祉法に基づく障害児相談支援事

○ ○ ○ 2005/12/28 2006/3/27 2006/4/12 3月31日 認証済み

171 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

172
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

173
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



174
ＮＰＯ法人小郡東野スポーツク
ラブ

エヌピーオーホウジンオゴオリアズ
マノスポーツクラブ

石丸　雅史 小郡市小郡９９４番地３ 小郡市

この法人は、子供たちをはじめ広く地域
住民に対して、サッカーを中心としたス
ポーツ及び文化の普及・発展に関する
事業などを行い、これらを通じ、青少年
の健全な育成、地域の発展及び市民
の健康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）子どもの健全育成を図る活動
（３）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動

①スポーツクラブの運営事業
②スポーツの選手・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・研究事業
④スポーツと健康に関する情報提供事業
⑤スポーツ施設の管理運営事業
⑥文化教室運営事業

①スポーツ用品等の物品販売事
業
②法人の広報媒体への広告掲載
事業

○ ○ ○ 2014/7/29 2014/11/13 2014/11/26 3月31日 認証済み

175
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

176 ＮＰＯ法人やまぼうし エヌピーオーホウジンヤマボウシ 今任　志津子
久山町大字久原２６２２番地
８

久山町

この法人は、広く一般市民を対象とし
て、茶道、水墨画又は折紙の各地での
イベント開催や教室の開催を通じて文
化及び芸術の振興を図り、もって国民
の教養と、地域における日本文化の発
展に寄与するとともに、日本文化を通じ
て国際交流を図ることを目的とする。

（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

①茶道に関するイベント、教室等の開催に関
する事業
②水墨画に関するイベント、教室等の開催に
関する事業
③折紙に関するイベント、教室等の開催に関
する事業
④茶道、水墨画又は折紙を通じた国際文化
交流に関する事業

①茶菓子の販売に関する事業
②茶道、水墨画又は折紙に必要
な物品の販売に関する事業

○ ○ 2014/8/18 2014/11/28 2014/12/11 12月31日 認証済み

177
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

178
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

179
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

180
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

181 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

182
特定非営利活動法人九州サッ
カー普及育成会

トクテイヒエイリカツドウホウジン
キュウシュウサッカーフキュウイク
セイカイ

江頭　新太郎 大川市大字小保３５６番地２ 大川市

この法人は、広く一般市民に対し、サッ
カーのクラブチーム、サッカースクー
ル、体育教室の運営及び指導者の養
成等を行い、スポーツを通じた健全な
心身の育成に努めるとともに、スポーツ
施設を維持するための清掃や管理等
によるスポーツ環境の整備を図ること
により、サッカーの普及振興に寄与す

１、学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
２、子どもの健全育成を図る活動

１、サッカークラブチームの運営事業
２、サッカー大会等イベント運営事業
３、サッカースクールの運営事業
４、体育教室の運営事業
５、スポーツ関連施設の環境美化事業
６、その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

○ ○ 2014/12/28 2015/3/12 2015/3/18 3月31日 認証済み

183 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

184 ＮＰＯ法人ＡＧＲＩ エヌピーオーホウジンアグリ 木村　秀孝 筑前町東小田７４２番地 筑前町

　この法人は地域の子供たちに対して
スポーツを通じた健全な育成を図る事
業を行うと共に、これからの子供たちを
指導してくれる指導者の育成事業にも
取り組む。同時に地域の様々なスポー
ツ環境を整え地域社会全体の利益の
増進に寄与することを目的とする。

・　社会教育の推進を図る活動 
・　まちづくりの推進を図る活動 
・　農山漁村又は中山間地の振興を図
る活動
・　学術、文化、芸術又はスポーツの振
興を図る活動 
・　子どもの健全育成を図る活動
・　職業能力の開発又は雇用機会の拡
充を支援する活動

①　スポーツスクール、イベント等の開催事
業
②　スポーツ指導者の育成事業
③　親子ふれあい事業
④　スポーツ施設の管理運営事業
⑤　地域社会への奉仕事業
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　食品販売事業
②　物品販売事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2015/2/9 2015/5/14 2015/5/21 3月31日 認証済み

185 ＮＰＯ法人colour エヌピーオーホウジンカラー 佐藤　諒 中間市大辻町２１番７号 中間市

この法人は、総合的地域スポーツクラ
ブとしてスポーツ運動や文化活動、自
然活動等様々な活動を体験することに
より人間性を育み、バランスの良い身
体能力の向上、青少年の健全な育成
に寄与すると共に、地域社会に密着し
たスポーツや文化活動等の振興・発展
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)まちづくりの推進を図る活動

①スポーツクラブ及び学術、文化、芸術に係
る教室等運営事業
②スポーツクラブ及び学術、文化、芸術に関
する指導者の派遣及び育成事業
③スポーツクラブ及び学術、文化、芸術に関
するイベントの企画・運営・協力事業
④地域のイベント等への参加事業
⑤その他、目的を達成するために必要な事

物品販売事業、広告掲載事業 ○ ○ ○ 2015/3/22 2015/6/24 2015/7/7 3月31日 認証済み

186
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

187
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

188
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

189
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

190
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

191
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

192
特定非営利活動法人まちづく
り福岡

トクテイヒエイリカツドウホウジンマ
チヅクリフクオカ

遠藤　治樹
太宰府市観世音寺2丁目13
番５６号アーバンライフ観世
Ｂ102号

太宰府市

この法人は、地域住民に対して、建築、
土木、設備の熟練を生かして建物や生
活に密着した市町村の文化遺産、空き
家、公園、道路、橋梁、等の安全の調
査計画事業を行い、地域の文化を踏ま
えた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）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

（１）地域の文化遺産の保全と活用事業
（２）障害者、高齢者の住宅のバリアフリー計
画支援事業
（３）空き家住宅の再生と活用計画事業
（４）住宅の耐震計画事業
（５）公共・民間建築物の耐震計画事業
（６）市町村の公園の防犯、道路、橋の安全
調査事業
（７）建築関連のデジタル技術教育事業
（８）建物無料相談事業

① 上記特定非営利活動事業（１）
（２）（３）（４）（５）（６）に該当しない
デジタル設計事業
②上記特定非営利活動事業（７）
に該当しないデジタル技術開発
事業
③上記特定非営利活動事業（８）
に該当しない建築有料相談事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2015/9/9 2015/12/10 2015/12/24 9月30日 認証済み



193
特定非営利活動法人救人への
会

トクテイヒエイリカツドウホウジン
キュートヘノカイ

中野　かおる
久留米市六ツ門町21番地６
久留米東町公園ビル１Ｆ

久留米市

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

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

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

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

194
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

195
ＮＰＯ法人ふみの里スポーツク
ラブ

エヌピーオーホウジンフミノサトス
ポーツクラブ

南里　正美
糟屋郡宇美町宇美東三丁目
８番１号

宇美町

この法人は、宇美町周辺地域の住民に
対して、スポーツ・健康・文化活動に関
する事業を行い、住民の健康増進、子
ども達の健全育成、高齢者の生きがい
づくりなど、元気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）学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
（３）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（４）子どもの健全育成を図る活動

①スポーツ教室及び大会等の開催に関する
事業
②スポーツ指導者の養成及び派遣に関する
事業
③スポーツ施設等の管理・運営に関する事
業

①物品販売事業 ○ ○ ○ ○ 2015/9/9 2015/12/9 2015/12/21 3月31日 認証済み

196
特定非営利活動法人築城モー
タースポーツ協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンツ
イキモータースポーツキョウカイ

金丸　豊一
行橋市行事二丁目２１番１８
号

行橋市

この法人は、モータースポーツ（モトクロ
ス、エンデューロ及びトライアル等）競
技参加者に対して、安全に走行できる
オフロードコースの提供及びオフロード
レース開催に関する事業を行い、モー
タースポーツの振興及びモータース
ポーツを通じた青少年の健全な育成に
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

①モータースポーツの普及、啓発を図る活動 
②初心者及び子供向けのオフロードバイクス
クールの開催事業

○ ○ 2015/10/13 2016/1/14 2016/1/20 3月31日 認証済み

197 ＮＰＯ法人スポカル　Ｋ
エヌピーオーホウジンスポカル　ケ
イ

川原　幸二 嘉麻市山野２３７３番地９４ 嘉麻市

この法人は、幼児・児童・生徒・地域一
般人に対して、スポーツ・運動・学術・芸
術・文化の指導・普及・振興に関する事
業を行い、子どもから高齢者までの体
力・学力の向上・人格の形成・地域のス
ポーツ事業の発展・社会教育団体の活
性化に寄与すること及び行政との協働
を図り、地域雇用の拡大、自治の推進
に寄与することを目的とする。

（１）学術、文化、芸術、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）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）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

①　スポーツ・文化・芸術クラブ事業
②　教育支援事業
③　公共施設指定管理者事業
④　託児所・保育所・学童保育事業
⑤　行政支援事業
⑥　地域活性化イベント事業
⑦　上記事業に関する情報提供事業
⑧　その他上記事業に付帯する事業

○ ○ ○ 2015/10/28 2016/1/29 2016/1/29 3月31日 認証済み

198
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

199 NPO法人リトルバンブー
エヌピーオーホウジンリトルバン
ブー

山﨑　伸一
鞍手郡小竹町大字勝野２６７
４番地１

小竹町

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

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（２）社会教育の推進を図る活動
（３）まちづくりの推進を図る活動 
（４）学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
（５）男女共同参画社会の形成の促進
を図る活動 
（６）子どもの健全育成を図る活動 
（７）職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

①子育て支援事業
②子どもの体験活動支援事業
③高齢者支援事業
④地域コミュニティ活性化事業
⑤その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

①物品・食料品販売・飲食店営業
事業

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

200
特定非営利活動法人汽車倶楽
部

トクテイヒエイリカツドウホウジンキ
シャクラブ

江口　一紀 直方市大字頓野５５０番地１ 直方市

　この法人は、地域住民に対して、鉄道
の歴史を学ぶことや現存する鉄道関連
の事物に触れることを通じたひとづく
り、まちづくりに関する事業を行い、観
光の振興や学術・文化の振興に寄与す
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）子どもの健全育成を図る活動

①鉄道車両の移設・修復・管理・保存・展示
事業
②鉄道模型ジオラマを基に炭鉱産業を通じた
地域の歴史学習事業
③旧国鉄バスを活用した小学校社会科校外
学習事業
④旧国鉄バスを活用した観光客や市民対象

○ ○ ○ ○ ○ 2015/12/15 2016/3/31 2016/4/8 3月31日 認証済み

201
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

202
ＮＰＯ法人今井津祇園祭・元永
山笠振興会

エヌピーオーホウジンイマイヅギ
オンサイ・モトナガヤマカサシンコ
ウカイ

片山　豊嗣 行橋市大字元永882番地 行橋市

　この法人は、今井津祇園社の夏の祭
典である祇園祭において「元永山笠」を
復興し、その維持保存に努めるととも
に、山笠巡行を中心とした伝統と賑わ
いのある祇園祭に参与することで、地
域住民の一層の交流を図り、伝統と調
和したまちづくりに寄与することを目的

(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

①元永山笠の修復・保存事業
②祇園祭及び元永山笠の巡行に関する参
加・管理・運営事業
③講演会等の開催による地域伝統文化に関
する普及啓発事業
④関係諸団体等との情報交換、交流及び事
業

①祭りに関する物品等の販売事
業
②広告宣伝事業

○ ○ 2016/4/5 2016/7/26 2016/8/3 9月30日 認証済み

203 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

204
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

205
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

206
特定非営利活動法人京築元気
くらぶ

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝｹｲﾁｸｹﾞﾝｷ
ｸﾗﾌﾞ

堀　正夫
みやこ町勝山黒田1650番地
1

みやこ町

この法人は、京築地区在住のこどもか
ら高齢者に対して、身体活動による健
康・体力づくりに関する事業を行い、明
るく健康的な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）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）子どもの健全育成を図る活動

１、こどものスポーツ教室事業
２、介護予防・健康教室活動事業
３、運動・娯楽施設運営受託
４、介護保険法に基づく介護予防・日常生活
支援総合事業、第１号訪問事業
５、介護保険法に基づく介護予防・日常生活
支援総合事業、第１号通所事業
６、総合的地域スポーツクラブ運営 
７、障害者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業

①物販販売
②イベント企画事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2016/11/4 2017/2/21 2017/3/13 3月31日 認証済み

207
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

208
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

209
NPO法人アジア障がい者ス
ポーツ生活支援機構

エヌピーオーホウジンアジアショウ
ガイシャスポーツセイカツシエンキ
コウ

税田康文
飯塚市菰田西三丁目14番43
号

飯塚市

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

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

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

①食料品・物品販売事業
②飲料店経営事業
③人材派遣

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

210
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



211 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

212
特定非営利活動法人ＩＳＣ糸島
スポーツクラブ

トクテイヒエイリカツドウホウジンア
イエスシーイトシマスポーツクラブ

吉村耕治
糸島市志摩桜井１９０３番地
２

糸島市

この法人は「いつでも・だれでも・いつま
でも」気軽に楽しめるスポーツ活動及び
文化活動を通じて地域コミュニティを深
めるとともに、「心身ともにたくましい子
供たちの育成」、「健康長寿社会」、「誰
もが繋がり合え、安心安全で健康な暮
らしができるまちづくり」、「国際国内交
流による地元愛の醸成」など溌剌とした
魅力ある町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)　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)　農山漁村又は中山間地域の振
興を図る活動 
　(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)　前各号に掲げる活動を行う団
体の運営又は活動に関する連絡、助
言又は援助の活動

　　①　スポーツイベント、スポーツ教室及び
講演会等の開催
　　②　スポーツ教室・大会などの開催及び
施設管理に関する受託事業
　　③　スポーツ環境の整備につながる事業
　　④　スポーツ活動を通じた国際国内交流
事業
　　⑤　地域住民の健康増進運動に関する事
業
　　⑥　地域の文化、芸術の活性化につなが
る事業
　　⑦　地域コミュニティの活性化につながる
事業
　　⑧　地域の観光、物産振興につながる事
業

①　物品販売及び斡旋の事業
②　クラブハウスの運営及び飲食
事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2017/2/17 2017/5/23 2017/6/5 3月31日 認証済み

213
特定非営利活動法人日中青少
年交流推進協会

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ニッチュウセイショウネンコウリュ
ウスイシンキョウカイ

豊岡　孝章
宗像市青葉台２丁目３０番地
４

宗像市

　この法人は、日中青少年の交流、観
光、イベント、留学に関する事業を行う
こと等により、日中両国間の青少年の
交流を通じた相互理解、優れた国際的
人材の育成を目指し、日中間の将来の
親善関係、両国間のさらなる発展に寄
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) 観光の振興を図る活動 
(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

①　日中間のスポーツ交流の実施
②　日中間のイベント交流の実施
③　中国からの留学の紹介
④　中国からの修学・研修旅行の受け入れ
⑤　青少年の中国への観光・研修旅行に関
する調査・研究
⑥　日中間の交流にかかる研究会・セミナー
の実施

○ ○ ○ ○ 2017/5/29 2017/8/14 2017/8/25 7月31日 認証済み

214
特定非営利活動法人九州管楽
合奏団

トクテイヒエイリカツドウホウジン
キュウシュウカンガクガッソウダン

水﨑　徹
福岡市中央区警固２丁目２
－２３－５０３

福岡市中央区 宗像市朝野２５９番地

　この法人は、児童・生徒を含むすべて
の人々に対して、芸術音楽の提供、音
楽教育に関する事業を行い、芸術文化
の振興・子どもの健全育成・地域の発
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、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

①演奏会の実施事業
②演奏家の派遣事業
③演奏家の育成事業
④講習会・セミナーの実施事業

①物品販売事業 ○ ○ ○ 2017/9/4 2017/11/21 2017/11/27 12月31日 認証済み

215
NPO法人九州キリスト災害支
援センター

エヌピーオーホウジンキュウシュ
ウキリストサイガイシエンセンター

横田　法路
福岡市城南区東油山六丁目
１５番９号

福岡市城南区
熊本県上益城郡益城町木山
３７２番地１

この法人は、キリストの愛と奉仕の精神
に基づき、災害被災者に対して物質
的、経済的、人的、精神的、霊的な支
援活動を行うとともに、地域住民に対し
て防災及び災害支援についての啓発
活動を行うことで、キリストの愛の精神
をあらわし、被災地の復興及び防災対
策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.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

①被災地の支援活動
②防災及び災害支援に関する情報提供、啓
発活動及び人材育成
③災害復興支援及び啓発活動のための寄付
金の募集
④世界各国のキリスト教会との防災及び災
害支援ネットワークの構築
⑤災害支援に必要な車両、備品等の貸付け

①物品販売事業
②食品販売事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2017/9/19 2017/11/21 2017/12/6 4月30日 認証済み

216 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

217
NPO法人柳川フィルムコミッ
ション

エヌピーオーホウジン ヤナガワ
フィルムコミッション

風間　英人 柳川市沖端町３５番地 柳川市

この法人は、不特定多数の個人・団体
等に対して、国内外の映画、テレビドラ
マ、ＣＭ等の撮影に対する協力及び誘
致活動に関する事業を行い、柳川市の
知名度の向上及び集客力の強化を図
るとともに、九州各地と連携をとり、柳
川市及び九州全体の魅力を国内外に
発信し、もって観光資源の開拓、地域
経済の活性化、地域コミュニティの創
出、芸術文化の振興に寄与することを
目的とする。

(1)観光の振興を図る活動 
(2)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

①映画等の撮影地に関する情報提供及び発
掘拡充事業
②映画等の撮影地に関するロケツーリズム
の企画・運営事業
③映画等の撮影に関する助言又は支援・協
力事業
④映画等の撮影に関する宣伝活動・普及事
業
⑤関係機関・団体との連絡・連携
⑥本法人の事業に必要な情報収集及び管理
事業
⑦その他、本法人の目的を達成するために

○ ○ ○ 2017/9/4 2017/12/1 2017/12/26 3月31日 認証済み

218
特定非営利活動法人福岡
BRAVES

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クオカブレイブス

池田　祐次
那珂川市王塚台２丁目１９５
番地６

那珂川市

この法人は子ども達をはじめ広く地域
住民に対して、スポーツ及び文化の振
興を図る為の事業を行い、スポーツや
文化活動を通して、青少年の健全な育
成及び地域住民の健康増進を図り、ス
ポーツの振興に寄与することを目的と

（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）子どもの健全育成を図る活動

（１）スポーツ教室開催
（２）他団体のスポーツ指導

○ ○ ○ 2017/12/1 2018/2/20 2018/3/15 3月31日 認証済み

219 特定非営利活動法人ESラボ
トクテイヒエイリカツドウホウジン
イーエスラボ

末廣　優一
飯塚市有井３５４番地２１庄
内ビル４０７号室

飯塚市

この法人は、筑豊地区において環境保
全活動と環境教育活動を行い、筑豊地
区の永続的な環境保全に寄与すること
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)学術、文化、芸術又はスポーツの振
興を図る活動

①絶滅危惧種保全事業
②環境教育推進事業
③理科学教育推進事業
④その他第3条の目的を達するために必要な
事業

○ ○ ○ 2017/12/18 2018/2/23 2018/3/5 3月31日 認証済み

220
特定非営利活動法人プラタナ
ス

トクテイヒエイリカツドウホウジンプ
ラタナス

永井　徳仁
直方市大字感田３２３１番地
７

直方市

　この法人は、地域社会と連携してより
良い子育て支援を行い、子供たちの心
身ともに健やかな成長と子どもの親が
心豊かに仕事と子育てを両立可能な地
域社会の実現に寄与することを目的と
する。

(1)　子どもの健全育成を図る活動 
(2)　まちづくりの推進を図る活動 
(3)　男女共同参画社会の形成を図る
活動
(4)　社会教育の推進を図る活動 
(5)　学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 

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

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

221
特定非営利活動法人山の上の
フリースクール　Saita

トクテイヒエイリカツドウホウジンヤ
マノウエノフリースクール サイタ

福井　祐二 糸島市二丈吉井808番地１ 糸島市

当法人は、学校に行きたいけれど思う
ように行けない子どもたちや行かない
選択をした子どもたちが自発的に、自
分のペースややり方で学べる居場所作
りを行い、学校・家庭・地域社会・他の
フリースクールやフリースペースとも連
携し、多様な価値観を尊重しあえる人
格・人間性の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)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

(1)フリースクールの運営事業
(2)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
(3)不登校に対する理解を啓発する講演、勉
強会、意見交換会の開催事業
(4)他のフリースクールやフリースペースや青
少年育成団体との子どもも大人も含めた交流
事業
(5)自然体験や地域活動を通して青少年の自
主性を育む事業 
(6)海外への交流体験や外国の人々との交流
会などを通して国際感覚を養う事業 
(7)手作り品の製作や販売体験を通して、青
少年の社会適応性を養う事業 
(8)その他、第3条の目的を達成するために必

○ ○ ○ 2018/2/28 2018/5/15 2018/5/16 3月31日 認証済み

222
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

223 NPO法人産の森学舎
エヌピーオーホウジンサンノモリガ
クシャ

大松　康 糸島市二丈福井2254番地 糸島市

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

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

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

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

224 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

225
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

226
特定非営利活動法人トライア
スロンアカデミア

トクテイヒエイリカツドウホウジント
ライアスロンアカデミア

樋口　玲士
久留米市本町１７番１２　朝
日プラザ六ツ門２０３

久留米市

この法人は、広く一般市民に対して、ト
ライアスロン等のスポーツのイベント、
スポーツ教室等の企画、運営に関する
事業や各種人材の育成、指導及び支
援に関する事業等を行い、スポーツを
通じた健康増進や地域の活性化に寄
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) 学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 

(1) トライアスロン等のスポーツのイベント、ス
ポーツ教室等の企画、運営に関する事業 
(2) トライアスロン等のスポーツの各種人材
の育成、指導及び支援に関する事業
(3) 各種スポーツ施設、レクレーション施設等
の管理及び運営に関する事業 
(4) その他目的を達成するために必要な事業

○ ○ 2018/7/19 2018/10/3 2018/10/11 6月30日 認証済み



227
特定非営利活動法人福島八幡
宮建造物保存機構

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クシマハチマングウケンゾウブツ
ホゾンキコウ

牛島　幹
八女市本町１０５番地１の福
島八幡宮内

八女市

この法人は、八女地域の歴史的文化遺
産である福島八幡宮建造物群の保存
継承に関する活動を通じて、市民の歴
史・文化の継承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

（１）福島八幡宮歴史的建造物群の保存継承
にかかる事業
（２）八女福島の歴史、文化の調査研究及び
活用に係る事業
（３）八女福島の地域振興等、目的達成に必
要な事業

○ ○ 2018/7/25 2018/10/18 2018/10/29 3月31日 認証済み

228
特定非営利活動法人coco
change

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
コチェンジ

山本　奈緒子 久留米市荘島町１７番１号 久留米市

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

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

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

229 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

230 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

231
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

232
特定非営利活動法人GO
BRIDGE

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ゴーブリッジ

川端　康正 行橋市北泉４丁目39番１号 行橋市

この法人は、広く地域住民に対して、ま
ちづくり・地域活性・環境保全を基本理
念にスポーツ・健康・文化活動に関する
事業を行い、住民の生活環境向上や健
康増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)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)環境の保全を図る活動 
(5)観光の振興を図る活動

①まちづくりに関するイベントの企画及び開
催等の事業
②まちづくりに関する調査・啓発等の事業 
③公園等施設等の管理運営受託業務
④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広告宣伝に関する企画、制作
及び情報提供サービス事業
③スポンサーの募集およぼ広告
料の徴収

○ ○ ○ ○ ○ 2019/4/7 2019/6/19 2019/7/9 3月31日 認証済み

233
特定非営利活動法人フエルサ
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フ
エルサフットボールクラブ

末永　剛
宗像市河東１３６０番地１７
サウスサイドテラス１０３号

宗像市

この法人は、文化、芸術またはスポー
ツの振興を図る活動と、子どもの健全
な育成を図る活動を行い、フットサル・
サッカーの普及活動・それ以外のス
ポーツ普及に関する事業とそれに関連
する事業を行い、地域のスポーツ振興
及び健全なまちづくりに寄与することを

（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

（１）フットサル及びサッカーチームの管理運
営事業
（２）フットサル及びサッカーの普及振興事業
（３）スポーツ教室の管理運営事業

○ ○ ○ 2019/5/24 2019/7/24 2019/8/5 3月31日 認証済み

234
特定非営利活動法人水巻ゆ
う・あい倶楽部

トクテイヒエイリカツドウホウジンミ
ズマキユウアイクラブ

德川　勝行
遠賀郡水巻町頃末北三丁目
１０番１号

水巻町

この法人は、子どもから高齢者まで、だ
れもが、気軽にスポーツ活動に参加で
きる環境を目指し、スポーツ・文化活動
の普及・振興を図り、会員の健康と活
力ある地域コミュニティーづくりに寄与
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

①スポーツ・文化に関する調査・研究事業
②スポーツ・文化に関する情報提供事業
③スポーツ・文化に関するイベントの企画・運
営事業
④物販事業
⑤施設管理事業

○ ○ ○ 2019/6/3 2019/7/26 2019/8/7 3月31日 認証済み

235 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

236
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

237
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

238
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

239 NPO法人うきは元気会
エヌピーオーホウジンウキハゲン
キカイ

田籠　通保 うきは市吉井町９８３番地１ うきは市

この法人は、高齢者及び地域住民に対
し、社会福祉活動及び健康増進、文化
活動に関する事業を行い、高齢者及び
地域住民の仲間づくり、健康づくり、生
きがいづくりをサポートし広く社会に寄
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）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）学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動

①高齢者及び地域住民の健康づくり、仲間づ
くり、生きがいづくり事業 
②高齢者及び地域住民の健康づくり、仲間づ
くり、生きがいづくり啓発事業 
③高齢者及び地域住民への活動の情報提
供事業

①物品販売事業
②広告掲載事業

○ ○ ○ ○ 2019/8/23 2019/10/1 2019/10/15 3月31日 認証済み

240 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

241
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



242
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

243
特定非営利活動法人おりなす
八女文化事業振興会

トクテイヒエイリカツドウホウジンオ
リナスヤメブンカジギョウシンコウ
カイ

調　紀 八女市本町６０２番１ 八女市

この法人は、八女市民会館おりなす八
女を拠点に多様な八女地域の文化・芸
術振興、交流に関する事業を行い、地
域の文化振興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) 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ための活
動

①八女市民会館の窓口業務等に関する事務
事業
②八女市民会館における文化事業運営受託
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

○ ○ ○ ○ 2019/12/19 2020/1/22 2020/2/5 3月31日 認証済み

244 NPO法人田縁プロジェクト
エヌピーオーホウジンデンエンプロ
ジェクト

川口　進 糸島市瑞梅寺９３９番地 糸島市

この法人は、都市と農山村の住民がそ
の連携・交流を通じて、中山間地域の
農林業のサポート活動をするとともに
安心安全な食を提供する事業を行い、
農山村の農林業の振興、環境の保全
および食物の安全、健康、ひいては持
続可能な社会づくりに寄与することを目

（１）農山漁村又は中山間地域の振興
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）環境の保全を図る活動

①　農山村又は中山間地域の振興を図るた
めの農産物等の生産及び販売事業
②　農山村又は中山間地域の振興を図るた
めの人材育成及び交流事業
③　農山村又は中山間地域の環境の保全を
図るための整備事業

○ ○ ○ 2020/3/23 2020/5/14 2020/5/26 12月31日 認証済み

245
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

246
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

247 ＮＰＯ法人ＬＩＧアカデミー
エヌピーオーホウジンリグアカデ
ミー

大谷　翼 飯塚市鯰田２４３９－９５ 飯塚市

この法人は、国民に対して、各種ス
ポーツ・文化教室などのスポーツ・文化
振興を図る事業、交流会や講演会など
のイベント、まちづくり推進や青少年健
全育成事業を行い、スポーツ・文化に
気軽に触れ親しみ、世代を超えて相互
の親睦と健康づくりを図ると共に地域の
活性化と青少年の健全育成、運動能力
のレベルアップを図ることに寄与するこ
とを目的とする。

 (1)保健，医療又は福祉の増進を図る
活動

 (2)社会教育の推進を図る活動
 (3)まちづくりの推進を図る活動 
 (4)学術、文化、芸術又はスポーツの振

興を図る活動 
 (5)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

①　スポーツ教室・学習教室に関する事業
②　運動・教育イベントに関する事業
③  指導者育成に関する事業 
④  スポーツ大会に関する事業
⑤  スポーツ及び、健康増進活動の企画、運
営の受託事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2020/5/21 2020/7/15 3月31日 認証済み

248
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

249
ＮＰＯ法人フレスト筑紫アスレ
ティッククラブ

エヌピーオーホウジンフレストチク
シアスレティッククラブ

今田　唯仁
福津市若木台２丁目２０－１
５

福津市

この法人は、総合型地域スポーツクラ
ブとして、筑紫地域に暮らす幼児から高
齢者までの多世代の人々が、スポーツ
活動を通して健康で、明るく、連帯性や
助け合いの精神を持った心が豊かであ
り続けられる日々を送り、かつスポーツ
イベント、スポーツ教室、パフォーマン
ス向上セミナーなど地域社会に貢献で
きる各種イベントを企画運営し、また学
校での部活動の衰退をカバーすべく各
種スポーツ指導に関する事業を行うこ
とにより、地域住民すべての健全な人
格育成と生涯スポーツの発展に寄与す
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）国際協力の活動
（４）社会教育の推進を図る活動

①各カテゴリー別の競技ｸﾗﾌﾞの運営に関す
る事業
②スポーツ全般の普及・育成に関する事業 
③スポーツ指導者及び審判員の育成・派遣
に関する事業
④パフォーマンスを向上促進するセミナー・
ワークショップ等のイベント企画事業
⑤スポーツに関する情報収集・分析・提供事
業
⑥スポーツ文化の地域交流に関する事業 
⑦スポーツ施設の保有・運営及び管理事業
⑧本法人と同種の目的を有する団体との情
報交換及び共同の事業
⑨その他目的を達成するために必要な一切

①前号の事業に付随するスポー
ツ用品等の物品販売事業
②前号の事業に付随する飲食販
売事業
③法人の広報媒体への広告掲載
事業

○ ○ ○ ○ 2020/9/9 2020/10/30 2020/11/20 3月31日 認証済み

250 ＮＰＯ法人玄辰館剣道道場
エヌピーオーホウジンゲンシンカン
ケンドウドウジョウ

中村　徹
古賀市花見東７丁目１４番５
１号

古賀市

この法人は、４歳から中学生までの男
女を対象として、剣道の練磨を通じて、
青少年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）学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動

（１）剣道指導事業
（２）剣道道場の管理運営事業
（３）剣道に関するイベント等の企画運営事業
（４）上記事項に関する情報提供事業
（５）その他この法人の目的を達成するため
に必要な事業

○ ○ 2020/8/25 2020/10/9 2020/10/19 3月31日 認証済み

251
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

252 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


