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1
特定非営利活動法人ジャパン
ヘスティア協会

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ジャパンヘスティアキョウカイ

藤原　康弘
福岡市中博多区中洲中島町
3-10

福岡市博多区
東京都渋谷区代々木二丁目5
番1号

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

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

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

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

2
特定非営利活動法人文化財保
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

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

小早川　隆敏
福岡市東区多の津四丁目５
番１３号

福岡市東区 東京都港区新橋３－５－２

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

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．環境の保全を図る活動
３．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

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

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

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

4
特定非営利活動法人ＮＰＯフコ
イダン研究所

トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
ヌピーオーフコイダンケンキュウ
ショ

由田　哲司
福岡市中央区天神四丁目１
番１８号サンビル４F

福岡市中央区
東京都中央区銀座四丁目１２
番１９号

この法人は、広く国民等に対して、自然
治癒力（免疫力）賦活成分と言われて
いる海藻（褐藻類）より抽出された高分
子多糖体「フコイダン」を啓発することに
よって、食生活を通じて健康で快適な
生活の維持に寄与することを目的とし

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．国際協力の活動

１．自然治癒力賦活成分「フコイダン」の研
究・開発・助言・啓蒙・啓発・教育・相談活動
事業
２．人間本来の自然治癒力強化の手段として
のフコイダン利用に対する助言・啓蒙・啓発・
教育・相談活動事業

１．フコイダン関連製品についての調
査・測定・臨床情報提供に関する事業 
２．市場調査・調査・統計等に関する事
業

○ ○ ○ 2002/12/10 2004/9/17 2003/4/8 6月30日 認証済み

5 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

6
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

7
特定非営利活動法人世界環境
協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンセ
カイカンキョウキョウカイ

服部　輝和
福岡市博多区月隈二丁目１
７番１６号

福岡市博多区

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

この法人は、世界の人々に対して、安
心して暮らすことのできる国境を越えた
環境づくりのための行政・企業・市民の
国際的ネットワークを構築し、環境保全
事業並びに再生資源の活用による資
源保護事業を行い、地球温暖化問題の
解決を図り、広く国際社会に寄与するこ
とを目的とする。

１．社会教育の推進を図る活動 
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．環境の保全を図る活動 
４．国際協力の活動
５．科学技術の振興を図る活動 
６．経済活動の活性化を図る活動 
７．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
８．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．環境保全並びに資源保護に関する啓発・
教育・実践事業
２．地球温暖化防止のための行政・企業・市
民の国際的ネットワーク構築事業
３．循環型社会構築のためのリサイクル・リ
ユース・リデュース事業 
４．土壌改良材や有機肥料等の再生資源商
品の研究開発事業
５．海洋資源、飼料、肥料の研究開発事業
６．クリーンエネルギーの研究開発事業
７．農業・林業・漁業・畜産業に関する人材育
成及び実践事業
８．上記に関する国際的な研修と教育事業

１．環境リサイクル商品等の検査
と品質保証事業。

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

8
特定非営利活動法人環境技術
国際協力センター

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

金田　資郎
福岡市中央区今泉２丁目４
番３１－６０４号

福岡市中央区
佐賀県佐賀市嘉瀬町大字扇
町２６１７番地７

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

１．社会教育の推進を図る活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．環境の保全を図る活動
４．国際協力の活動
５．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

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

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

9
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

10
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

11
特定非営利活動法人シニア
ネット久留米

トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
ニアネットクルメ

牟田　慎一郎 久留米市御井町３８７ 久留米市

この法人は、インターネットを通じ、会員
の生きがい作り・仲間作りを支援するこ
とにより、シニアの豊かな生活、健全な
街づくり、子供たちの健全育成、国際交
流等を推進し、もって住みやすい社会
環境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．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．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

１．シニアのためのパソコン教室及び相談室
の開催
２．パソコン指導のシニア・インストラクターの
養成
３．パソコンを通じての子供たちとの交流 
４．自治体からの要請の基づく市民対象のパ
ソコン教室の開催
５．シニアが核となって行うサークル活動及び
イベントの企画、運営、支援 
６．全国及び世界のシニアのネットとの交流、
連絡、協調
７，本会の事業に必要な機関誌、ホームペー
ジ、メンバー間の情報交換を行うためのメー
リングリストなどの発行、開設、運営 
８．商店街等との協力による情報プラザの運

１．各種学習教室事業　２．物品の販売
事業　３．出版事業　４．シニアの生活
活性化に関連した仲介事業　５．ソー
ホーコンサルティング事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2000/8/16 2000/11/30 2000/12/28 3月31日 認証済み

12
特定非営利活動法人Ｊ－ＡＳＥ
ＡＮサポート

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ジェイアセアンサポート

西津　和子
筑紫野市二日市中央1丁目4
番23号

筑紫野市

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

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

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

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

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

13
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

14
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

15
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



16 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

17
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

18
特定非営利活動法人ふくおか
環境カウンセラー協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クオカカンキョウカウンセラーキョ
ウカイ

依田　浩敏
福岡市東区香椎照葉２丁目
３番３６号

福岡市東区

福岡市東区香椎駅東三丁目
22番38号
北九州市小倉北区下到津５
－３－５

この法人は、会員相互の協力により、
中立的立場で不特定多数の市民及び
市民団体並びに学校等を対象に環境
問題、環境保全活動、組織運営等に関
する相談に対する助言及び環境学習
講座の講師派遣に関する事業、環境問
題や環境保全等の環境行政への協力
と提言に関する事業等を行い「持続可
能な地域社会づくり」を目指し公益の増
進に寄与しようとするものである。

１．社会教育の推進を図る活動 
２．環境の保全を図る活動 
３．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．国際協力の活動

１．市民及び市民団体からの環境問題、環境
保全活動、組織運営等に関する相談に対す
る助言事業及び環境学習講座の講師派遣に
関する事業
２．環境問題や環境保全等の環境行政への
協力と提言に関する事業
３．持続可能な地域づくりのための社会啓発
の推進に関する事業
４．環境関係団体等とのパートナーシップの
形成及び活動支援に関する事業 
５．環境問題調査研究及び資料の収集に関
する事業

○ ○ ○ ○ ○ 2003/6/13 2003/9/11 2003/9/25 3月31日 認証済み

19
特定非営利活動法人世界農業
計画

トクテイヒエイリカツドウホウジンセ
カイノウギョウケイカク

矢永　和義
久留米市諏訪野町2145番地
の1　第二オーキッドビル402
号室

久留米市
福岡市東区八田3丁目29番地
28号

この法人は、食糧不足に苦しむ人々を
支援するため、農業用品や農業機械の
無償提供事業などを行い、食糧不足か
らくる栄養不良の撲滅を通して国際協
力の分野において、公益の増進に寄与
することを目的とする。

１．国際協力の活動
１．農業技術や農業用品の無償提供事業
２．農業技術や農業用品の研究事業

○ 2004/1/14 2004/5/7 2004/5/12 3月31日 認証済み

20
特定非営利活動法人にこにこ
プラットホーム

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
コニコプラットホーム

鹿毛　哲也 朝倉市馬田1118番地の1 朝倉市

この法人は、地域及び海外での福祉及
びまちづくり等に関する支援を必要とす
る個人又は団体に対し、各種サービス
の提供を行い、地域及び海外における
諸問題の発見及び解決を目指すうえで
行政、企業、市民が参画した地域経営
を行うプラットホームになることにより、
それぞれの責任を果たす市民社会の
実現と公益に寄与することを目的とす
る。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．農山漁村又は中山間地域の振興を
図る活動
４．環境の保全を図る活動
５．災害救援活動
６．地域安全活動
７．国際協力の活動
８．子どもの健全育成を図る活動
９．情報化社会の発展を図る活動 
１０．経済活動の活性化を図る活動
１１．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
１２．前各号に掲げる活動を行う団体
の運営又は活動に関する連絡、助言
又は援助の活動

１．高齢者の生活支援に関する事業
２．障害者の生活支援に関する事業
３．地域福祉の向上を図る啓発に関する事業 
４．地域農業支援に関する事業
５．農村地域振興の企画・調査・研究に関す
る事業
６．就農支援活動に関する事業
７．災害被害者・被災者支援活動に関する事
業
８．安心して暮らせるコミュニティの創出活動
に関する事業
９．防災ボランティアの組織に関する事業
１０．子育て支援に関する事業
１１．行政との協働によるまちづくり、及び人
材発掘、育成に関する事業 
１２．介護保険法による訪問介護事業及び福
祉用具の販売貸与事業
１３．地域及び海外での生活困窮者に対する
就労支援等に関する事業
１４．３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の
啓発、推進に関する事業 
１５．地域及び海外での福祉及びまちづくり等
に関する情報収集、提供事業
１６．地域及び海外での福祉及びまちづくり等
に関する講座、研修事業
１７．地域及び海外での福祉及びまちづくり等
に関する調査、研究事業
１８．地域及び海外での福祉及びまちづくり等
に関するネットワーク支援事業 
１９．地域及び海外での福祉及びまちづくり等
に関する働く場の立ち上げ支援事業 

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

21
特定非営利活動法人東アジア
交流学院

トクテイヒエイリカツドウホウジンヒ
ガシアジアコウリュウガクイン

井上　和人 久留米市天神町１１６番地 久留米市

中国山東省青島市門江路１１
号４号楼１単元３０１戸
北京市海殿区増光路３６号院
１号楼５１３２室

この法人は、中国、韓国など東アジア
各国との交流、学術研究に関する事業
を行い、友好と当該国民との理解の促
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．国際協力の活動

１．青少年海外派遣事業
２．海外青少年招致事業
３．東アジアの歴史に関する調査及び研究事
業
４．海外の歴史、文化の研究者との交流並び
に講演会及びシンポジウム
５．初級、中級語学講座開催事業
６．社会教育を目的とした公開講座の開催事
業

○ ○ 2004/2/9 2004/5/27 2004/6/8 3月31日 認証済み

22
ＮＰＯ法人ヒューマンネット大地
の翼

エヌピーオーホウジンヒューマン
ネットダイチノツバサ

塩川　秀敏 宮若市本城1103番地1 宮若市

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

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

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

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

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

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

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

23
特定非営利活動法人中国・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

24 特定非営利活動法人A.F.E.O
トクテイヒエイリカツドウホウジン
エーエフイーオー

杉森　映徳 春日市塚原台1丁目74番地2 春日市

この法人は、アジアの発展途上諸国の
子供達に対して、より良い教育環境を
獲得するための支援を行い、諸国の発
展を支える人材の育成に寄与すること
を目的とする。

１．国際協力の活動
２．子どもの健全育成を図る活動

１．寄附金品及び学習用具類の寄贈事業 ○ ○ 2004/5/11 2004/9/8 2004/9/24 3月31日 認証済み

25
特定非営利活動法人エスペラ
ンサ

トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
スペランサ

馬場　菊代 朝倉市平塚５３０ 朝倉市

この法人は、ギニアビサウ共和国の
人々の貧困撲滅のため、ギニアビサウ
共和国の人々の生計維持に必要な技
能取得支援及び青少年の健全育成並
びにこれらに係る普及啓発活動事業を
行うと共に日本とギニアビサウ共和国
の交流に努めて両国の共生に資するこ

１．国際協力の活動
２．子どもの健全育成を図る活動

１．ギニアビサウ共和国の人々の生計維持に
必要な技能取得支援事業
２．ギニアビサウ共和国の子供のための里親
事業
３．ギニアビサウ共和国における小・中学校
の設置・運営に係る事業
４．上記１２３に係る普及啓発活動事業

○ ○ 2004/7/8 2004/10/22 2004/11/1 9月30日 認証済み

26
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

27
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

28
特定非営利活動法人丘の上の
街

トクテイヒエイリカツドウホウジンオ
カノウエノマチ

花田　傑
宗像市自由ヶ丘７丁目３１番
地７

宗像市

この法人は、障害者、高齢者等に対し
て、保健、医療、福祉の増進及び国際
交流に関する事業を行い、上記の人た
ちが生きがいを感じ、目標を持てる人
生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．国際協力の活動

１．障害者総合支援法に基づく指定計画相談
支援事業
２．障害者総合支援法に基づく就労継続支援
Ｂ型事業
３．障害者総合支援法に基づく短期入所事業
４．児童福祉法に基づく放課後等デイサービ
ス事業
５．障害者総合支援法に基づく共同生活援助
事業
６．障害者、高齢者と地域や海外の方々との
交流を図る事業

１．不動産賃貸借の斡旋事業
２．物品の販売事業
３．健康相談

○ ○ 2005/2/14 2005/6/7 2005/6/22 3月31日 認証済み

29
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

30
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

31
特定非営利活動法人東アジア
オープンハートコミュニティ

トクテイヒエイリカツドウホウジンヒ
ガシアジアオープンハートコミュニ
ティ

岡本　啓次 朝倉市黒川６２４６番地 朝倉市

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

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

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

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

32
特定非営利活動法人ワンス
トップリーガルネット

トクテイヒエイリカツドウホウジンワ
ンストップリーガルネット

大内田　治男
久留米市東櫛原町１３１３番
地２

久留米市

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

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

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

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



33
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

34
特定非営利活動法人久留米地
球市民ボランティアの会

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
ルメチキュウシミンボランティアノ
カイ

野嶋　さよえ
久留米市宮ノ陣５丁目１２番
５８号

久留米市

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

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

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

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

35
特定非営利活動法人国際交流
広場無窮花堂友好親善の会

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

吉栁　順一
飯塚市新飯塚２４番地３号飯
塚労働会館内

飯塚市

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

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

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

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

36
特定非営利活動法人エルピス
会

トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
ルピスカイ

俵　靖子
遠賀郡水巻町猪熊七丁目１
２番３３号

水巻町

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

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

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

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

37
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

38
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

39
特定非営利活動法人２１世紀
世界健康環境ネットワーク

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

友永　厚子
大野城市曙町３丁目４番１２
号

大野城市

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

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．環境の保全を図る活動
３．国際協力の活動
４．科学技術の振興を図る活動
５．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

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

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

40
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

41
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

42
特定非営利活動法人艶輝アシ
スト

トクテイヒエイリカツドウホウジンツ
ヤキアシスト

村井　義之
糟屋郡志免町南里６丁目３
番１７－３０１号

志免町

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

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．環境の保全を図る活動 
３．地域安全活動
４．国際協力の活動
５．経済活動の活性化を図る活動 
６．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
７．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．生活習慣病に関するセミナー事業
２．環境エコ活動の普及推進事業
３．地域コミュニティー再興に関する企画事業
４．職業能力開発セミナー事業
５．留学生の国際交流サポート事業
６．目的を同じくするＮＰＯ及び他団体との交
流事業

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

43
特定非営利活動法人ソルト・パ
ヤタス

トクテイヒエイリカツドウホウジンソ
ルト・パヤタス

上田　壮一朗
糟屋郡篠栗町大字篠栗３６８
６番地１

篠栗町

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

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

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

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

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

44 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

45
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

46
特定非営利活動法人ちくほう
共学舎「虫の家」

トクテイヒエイリカツドウホウジンチ
クホウキョウガクシャ「ムシノイエ」

古野　勝
鞍手郡小竹町大字御徳１６７
番地の３０

小竹町

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

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

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

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



47
ＮＰＯ法人田主丸町緑の応援
団

エヌピーオーホウジンタヌシマルマ
チミドリノオウエンダン

宮崎　吉裕
久留米市田主丸町中尾１２２
７番地２

久留米市

この法人は、地域住民に対して、環境
保全活動に関する事業の紹介・作業参
加の提起を行い、地域の自然環境の維
持改善、併せて地球環境への市民的
取組みや環境を通してのまちづくり活
動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．子どもの健全育成を図る活動
４．国際協力の活動

１．中華人民共和国モンゴル自治区での沙漠
緑化植樹事業
２．田主丸町地域での植樹事業
３．田主丸町地域での河川保全事業
４．田主丸町地域でのまちづくり団体との協
働作業事業
５．青少年を沙漠緑化植樹活動に派遣する
事業
６．環境問題に関する調査・研究・講演事業
７．上記を達成するために必要とされるその

○ ○ ○ ○ 2009/4/2 2009/7/15 2009/7/27 3月31日 認証済み

48
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

49
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

50
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

51
特定非営利活動法人日本環境
保全ボランティアネットワーク

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

朝廣　和夫 糸島市井原１３７５番地１ 糸島市

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

１．社会教育の推進を図る活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．環境の保全を図る活動
４．国際協力の活動
５．災害救援活動
６．子供の健全育成を図る活動
７．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

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

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

52
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

53
特定非営利活動法人ＮＰＯア
ガペーハウス

トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
ヌピーオーアガペーハウス

矢野　敏博
福岡市東区千早１丁目３５番
１５号

福岡市東区
古賀市中央３丁目８番３３号
小郡市希みが丘二丁目４番
地４

世界中の飢餓に苦しんでいる人たちや
家の無い子供たちを助け、子供の家、
学校、病院を設立したり、それらの働き
をしている人たちを助けることを目的と
する。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．子供の健全育成を図る活動 
３．国際協力の活動

１．孤児に関する情報提供を受け、それに必
要なスタッフの養成、建物、資金、物的支援
を行い、援助する。 
２．ホームレス、在日外国人の生活を助ける
働きをする。 
３．福祉の働きをする働き人を集め資金、技
術などを援助する。 
４．他のＮＰＯ法人と連携し、情報を交換し、
助け合う。 
５．上記について情報提供を行い、募金活動
を行う。

○ ○ ○ 2009/6/16 2009/9/25 2009/10/9 3月31日 認証済み

54
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

55 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

56 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

57
特定非営利活動法人ネクスト
ブリッジ

トクテイヒエイリカツドウホウジンネ
クストブリッジ

平田　康 柳川市吉富町68番地 柳川市

この法人は、邦人障害者に対して、海
外ロングステイ及びボランティア活動の
支援に関する事業を行い、邦人障害者
の社会参加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．国際協力の活動

１．障害者の海外ロングステイの企画・運営
事業
２．障害者のボランティア活動の為の情報提
供・支援事業

１．物品販売事業
２．募金活動を行う事業 
３．広告宣伝事業

○ ○ 2010/3/19 2010/6/25 2010/7/7 3月31日 認証済み

58
ＮＰＯ法人青少年体験教育活
動協会

エヌピーオーホウジンセイショウネ
ンタイケンキョウイクカツドウキョウ
カイ

大賀　仁和 飯塚市八木山１２７０番地１４ 飯塚市

この法人は、青少年に対して、総合的
な「生きる力」の醸成に関する事業を行
い、健全な青少年の育成を通じて地域
社会に寄与する事を目的とする。

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．国際協力の活動

１．青少年を対象とした体験教育事業
２．青年指導者層の育成に関する事業
３．青少年の海外交流を推進する事業
４．他の青少年育成団体と連携を図る事業
５．上記の活動を恒常的に行うための施設を
管理、運営する事業

○ ○ ○ 2010/4/11 2010/7/30 2010/9/16 3月31日 認証済み

59
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

60
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

61
特定非営利活動法人セカンド
ライフ

トクテイヒエイリカツドウホウジンセ
カンドライフ

高浪　吉晴 小郡市力武２５５番地４４ 小郡市

この法人は、中高年層の独身者に対し
て、出会いの機会を企画して提供する
活動に関する事業を中心に様々なコ
ミュニティの場を提供し、地方の過疎化
防止、高齢化社会の中で地域住民の
交流を活性化し生きがいある社会にし
ていく事、老人世帯、母子家庭、特に独
居老人世帯の相互扶助と犯罪防止、少
子化対策に寄与することを目的とする。 
また、今後の在日外国人の増加の必然
性を考えると邦人にとっても外国人に
とっても協調と融和がますます求められ
るものと思われます。そのための国際
交流活動をも活動の目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．地域安全活動
４．国際協力の活動

１．お見合いパーティ企画運営事業
２．様々なサークル活動支援及び企画運営
事業
３．お見合い旅行企画運営事業
４．国際交流を通じた地域の活性化事業
５．地域住民の交流の場の提供及び助け合
い事業
６．老人所帯、母子家庭の支援

１．飲食事業
２．物品販売事業

○ ○ ○ ○ 2010/9/10 2010/12/24 2010/12/28 12月31日 認証済み

62
特定非営利活動法人高齢者サ
ポートセンター希望の家

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ウレイシャサポートセンターキボウ
ノイエ

牧山　祐子
久留米市山本町耳納４３６番
地１

久留米市 八女市川犬１４７５番地４

この法人は、要介護者及び要支援者に
対して、福祉及び介護に関する事業を
行い、地域住民及び一般社会に寄与す
ること、及び未就学児教育事業等を行
い、児童教育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．子供の健全育成を図る事業
３．国際協力の活動

１．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
２．介護保険法に基づく訪問介護事業及び介
護予防訪問介護事業
３．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
４．未就学児教育事業及び生活支援事業

１．物品販売 ○ ○ ○ 2010/10/25 2011/1/27 2011/2/10 3月31日 認証済み

63 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



64 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

65
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

66
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

67 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

68
特定非営利活動法人ファザー
リング・ジャパン九州

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ファザーリング・ジャパンキュウ
シュウ

宮原　礼智
福岡市城南区田島1丁目12
番34号

福岡市城南区 糸島市志摩野北2520番地7

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

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

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

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

69
特定非営利活動法人オールグ
リーン

トクテイヒエイリカツドウホウジン
オールグリーン

福地　圭介 飯塚市大日寺５１２番地３０５ 飯塚市

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

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

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

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

70
特定非営利活動法人わたしと
僕の夢

トクテイヒエイリカツドウホウジンワ
タシトボクノユメ

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

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

１．職業能力の開発または雇用機会の
拡充を支援する活動 
２．子どもの健全育成を図る活動
３．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
４．社会教育の推進を図る活動
５．まちづくりの推進を図る活動 
６．経済活動の活性化を図る活動 
７．国際協力の活動
８．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営または活動に関する連絡、助言ま
たは援助の活動

１．母子家庭等の就業自立支援事業
２．学習塾の企画運営及び協力者に対する
就労支援事業
３．国際交流のための国際キャンプ・国際日
本語教育及び海外の人材への日本文化及び
日本語教育
４．社会教育、道徳教育を目指した地域間交
流事業
５．地域に根付く特産品、地域発の商品など
の紹介および情報提供、普及・啓発事業
６．インターネット利用による地域交流のため
の情報発信事業
７．生活用品等のリサイクル事業 
８．第３条の目的を達成するために必要な指
定管理者制度に係る施設の管理運営受託事
業

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

71 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

72
特定非営利活動法人ボランタ
リー・アジア・ネットワーク　オブ
ジャパン

トクテイヒエイリカツドウホウジンボ
ランタリー・アジア・ネットワーク
オブ　ジャパン

繁永　英樹
田川郡川崎町大字田原７２３
番地の６

川崎町

この法人は、社会や地域に対して、経
済活動の活性、教育環境等の活性に
関する事業を行い、社会の発展、未来
への心豊かな育成に寄与することを目
的とする。

１．社会教育の推進を図る活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．環境の保全を図る活動
４．地域安全活動
５．国際協力の活動
６．子どもの健全育成を図る活動
７．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．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
１０．災害救援活動
１１．人権の擁護又は平和の推進を図
る活動
１２．男女共同参画社会の形成の促進
を図る活動 
１３．情報化社会の発展を図る活動

１．子どもの教育環境現場の活性事業
２．里山の保全事業
３．子育て支援事業
４．就職支援事業
５．日本、ベトナムの友好推進事業
６．中小企業の海外進出促進事業
７．環境保全事業
８．公共施設等整備事業
９．薬物依存症の更生事業
１０．服役者の社会復帰を支援する事業
１１．未成年の更生を支援する事業
１２．不登校児の安定プログラム事業
１３．リサイクル等、環境対策事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2012/6/12 2012/9/12 2012/9/27 12月31日 認証済み

73
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

74
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

75
特定非営利活動法人ピーステ
クノロジー

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ピーステクノロジー

本田　清臣
大野城市中央２丁目５番２８
号

大野城市

この法人は、工学、農学、情報科学な
どの最新の知見を用いた諸活動を通
じ、国内外において生活基盤の確立を
助ける事業を行うことにより、生活の向
上に寄与することを目的とする。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．環境の保全を図る活動
３．地域安全活動
４．国際協力の活動
５．情報化社会の発展を図る活動
６．科学技術の振興を図る活動
７．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．自然災害の被災地の復興を助ける事業 
２．放射能などの環境悪化要因から生活を守
る事業
３．お年寄りの生活の安全性を向上させる事
業
４．途上国における生活基盤を拡充させる事
業
５．ＩＴ技術による生活向上を広める事業 
６．研究者に活動による知見をフィードバック

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

76 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



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

立花　祐平
宗像市赤間３丁目５番１号エ
スカレント赤間２０４号室

宗像市

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

１．環境の保全を図る活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．社会教育の推進を図る活動
４．経済活動の活性化を図る活動
５．国際協力の活動
６．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．自然環境保全事業
２．地域防犯事業
３．インターネットを活用した地域活性化事業
４．市民活動を担う人材及び団体育成と交流
事業

１．ウェブサイト・広報物・映像等
の製作及びコンサルティング事業

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

78
特定非営利活動法人みなみ
ウィング

トクテイヒエイリカツドウホウジンミ
ナミウィング

有田　泰志
糸島市南風台三丁目8番15
号

糸島市

　この法人は、開発途上国の人々の生
活基盤を支援し、その自立に貢献する
とともに、地域社会における国際理解、
人材育成、経済発展およびコミュニティ
づくりに寄与することを目的とする。

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

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

1.物品販売事業・サービス提供事
業
2.会員相互の交流を図る事業

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

79
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

80
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

81
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

82
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

83
特定非営利活動法人環境人ア
シスト

トクテイヒエイリカツドウホウジンカ
ンキョウヒトアシスト

廣島　和也 古賀市薦野１０７３番地４ 古賀市

この法人は、市民に対し、環境保護、動
物愛護、発展途上国に対する支援及び
公共の安全に関する情報提供に関す
る事業を行い、住民の自然との調和及
び安全に関する意識の向上に寄与す
る。

1.環境の保全を図る活動
2.地域安全活動
3.国際協力の活動

1.特定非営利活動法人の設立及び運営支援
事業
2.特定非営利活動法人や市民活動団体など
の役割、地位向上と社会的基盤整備の事業
3.環境保全への認識を高めるための、市民
に対する講習会等を開催する事業 
4.地域安全のために有用な機会の提供事業
5.国際協力のため他の特定非営利活動法人
との連携を図る事業 
6.その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

1.物品の販売事業
2.役務の提供事業

○ ○ ○ 2013/10/10 2014/1/22 2014/2/7 3月31日 認証済み

84 特定非営利活動法人山村塾
トクテイヒエイリカツドウホウジンサ
ンソンジュク

小森　耕太
八女市黒木町笠原９８３６番
地１

八女市

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農林業及び農山
村の環境に関する役割を認識するとと
もにそれを学び実践することによって、
農山村の振興、環境の保全、食物の安
全、健康ひいては持続可能な社会の構
築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．農山漁村又は中山間地域の振興を
図る活動
３．国際協力の活動
４．災害救援活動
５．子どもの健全育成を図る活動
６．まちづくりの推進を図る活動

１．環境保全ボランティア活動事業
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振興を図るた
めの農産物等の生産及び販売事業
４．国内及び海外の団体との連携による環境
保全活動
５．子どもの健全育成を図る事業 
６．まちづくりの推進を図る事業 
７．災害時の被災者の救援や生活支援及び
復興事業
８．環境保全の普及啓発や調査研究事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2013/11/27 2014/2/26 2014/3/11 3月31日 認証済み 認定 絶対値基準 2020/3/19 2025/3/18

85 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

86
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

87
特定非営利活動法人The
Flower of a Dream Association

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

上村　正幸 久留米市天神町１４６ 久留米市

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

１、社会教育の推進を図る活動 
２、国際協力の活動
３、子どもの健全育成を図る活動 
４、職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
５、前各号に掲げる活動を行う団体の
運営または活動に関する連絡、助言ま
たは援助の活動

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

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

88
ＮＰＯ法人生活環境ネットＣ＆
Ｃ

エヌピーオーホウジンセイカツカン
キョウネットシーアンドシー

大澤　正明
大野城市緑ヶ丘3丁目12番9
号

大野城市

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

1.環境の保全を図る活動 
2.国際協力の活動
3.情報化社会の発展を図る活動 
4.前各号に掲げる活動を行う団体の運
営又は活動に関する連絡、助言又は
援助の活動

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

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

89
特定非営利活動法人柳川城を
再建する会

トクテイヒエイリカツドウホウジンヤ
ナガワジョウヲサイケンスルカイ

中川　辰藏
柳川市大和町中島１８７３番
地１

柳川市 福岡県柳川市本町１０番地１

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

(1)まちづくりの推進を図る活動 
(2)経済活動の活性化を図る活動 
(3)環境の保全を図る活動 
(4)社会教育の推進を図る活動 
(5)国際協力の活動
(6)子供の健全育成を図る活動 
(7)雇用機会の拡充を支援する活動 
(8)観光の振興を図る活動 
(9)前各号に掲げる活動を行う団体の
運営または活動に関する連絡、助言の

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

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

90
特定非営利活動法人建設マネ
ジメントマンガフォーラム

トクテイヒエイリカツドウホウジンケ
ンセツマネジメントマンガフォーラ
ム

庄司　卓郎
福岡市博多区博多駅東２丁
目１８－３０八重洲博多ビル４
階

福岡市博多区 直方市上頓野２４５８番地５

この法人は、福岡を拠点にマンガを活
用して建設業のイメージアップと建設業
及び地域への安全対策に対する理解
を促し、マンガの効果に対する調査・研
究を元に、マンガを建設技術者の技術
向上や育成支援、研修に利用し、その
結果に関する学会発表や講演の支援
を行う事を目的とする。さらに、マンガを
活用した環境保全に関する意識向上活
動と子供達の健全育成、学校・社会教
育に関するマンガによるプログラムの
提供を行い、行政・民間などと協働して
支援活動の情報提供及び広報活動を
行う事を目的とする。

(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)　まちづくりの推進を図る活動 
(4)　国際協力の活動
(5)　科学技術の振興を図る活動 
(6)　経済活動の活性化を図る活動 
(7)　子供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)　地域安全活動
(10)　職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

①マンガを活用した建設業のイメージアップ
並びに建設業及び地域への安全対策に対す
る理解を促す広報活動事業
②マンガ導入に関する調査・研究、提案等の
支援活動事業
③マンガを活用した環境保全に関する意識
向上活動及び環境保全の支援事業
④次世代の子供達の健全育成並びに学校教
育及び社会教育に関するプログラムの提供
事業
⑤建設技術者の技術向上及び育成支援のた
めのマンガを活用した研修、講演会等の情報
配信・教育支援事業
⑥第４条に関するマンガを活用しての情報提
供及び調査研究並びに提案・啓発・普及の支

①物品販売事業
②広告掲載事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2014/10/20 2015/1/9 2015/1/23 3月31日 認証済み



91 ＮＰＯ法人チャルカ・ジャパン
エヌピーオーホウジンチャルカジャ
パン

山邊　悦弘
太宰府市観世音寺五丁目２
番３３号

太宰府市

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

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

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

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

92
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

93
特定非営利活動法人ウィズ
ア　スマイル

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ウィズ　ア　スマイル

岡田　明浩 福津市津屋崎6丁目5番10号 福津市

この法人は、発展途上国・貧困地域及
び国内の問題を抱える子どもや大人に
対して、国際協力、子どもの健全育成
及び社会教育に関する事業を行い、全
ての人々が夢や希望を持ち、生涯を通
じて心豊かに暮らせる社会の実現に寄
与することを目的とする。

（１）社会教育の推進を図る活動 
（２）環境の保全を図る活動 
（３）子どもの健全育成を図る活動 
（４）まちづくりの推進を図る活動 
（５）国際協力の活動
（６）前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

（１）社会教育の推進を目的とした生涯学習
事業
（２）環境保全を目的とした自然体験活動事
業
（３）子どもの健全育成を目的とした体験活動
事業
（４）まちづくりの推進を目的とした地域交流
事業

（１）物品販売事業
（２）ホームページへの広告掲載
事業

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

94
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

95
特定非営利活動法人医食農連
携健康増進研究会

トクテイヒエイリカツドウホウジンイ
ショクノウレンケイケンコウゾウシ
ンケンキュウカイ

松股　孝
宗像市栄町１６番地２ハウス
ユマニテ赤間駅前９０４号

宗像市

この法人は、高齢化が進むわが国の一
般市民、又、生活習慣病が蔓延してき
たモンゴルなどの発展途上国の人びと
が、健康を維持増進するために、医療
や農業などの活動を通じて、医薬や近
代医療への依存が拡大しない健康長
寿社会の実現を目指すことを目的とす
る。

①保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
②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国際協力の活動
⑤消費者の保護を図る活動 
⑥環境の保全を図る活動 
⑦地域安全活動
⑧子どもの健全育成を図る活動

①予防医学の普及によって国民皆保険制度
の維持を図る事業 
②健康長寿社会の実現を図る健康食品や健
康器具の紹介事業
③健康農業の普及によって6月の祝日を農業
の日にする事業
④鉄分の多いモンゴル飲料水を改善する事
業とモンゴルの太陽の恵みの製品化（ラクト
フェリン等）事業 
⑤沖縄の太陽の恵みの製品化や紹介事業

①健康食品・健康器具の紹介事
業
②ラクトフェリン等の販売事業
③モンゴル伝統医学の導入事業
④農作物や加工品の販売事業

○ ○ ○ ○ ○ 2015/6/28 2015/9/28 2015/9/30 3月31日 認証済み

96
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

97 ＮＰＯ法人日本九援隊
エヌピーオーホウジンニホンキュ
ウエンタイ

肥後　孝
大野城市瓦田二丁目４番２６
号

大野城市

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

（１）災害救援活動
（２）社会教育の推進を図る活動 
（３）まちづくりの推進を図る活動 
（４）農山漁村又は中山間地域の振興
を図る活動 
（５）国際協力の活動
（６）前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

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

①物品販売業
②料理飲食業

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

98 ＮＰＯ法人Knot Asia
エヌピーオーホウジン　ノットエイ
ジア

松尾　智惠美、大村和弘飯塚市枝国４３９番地 飯塚市

この法人は、訪日外国人や海外で暮ら
す人々に対して、医療通訳に関する事
業を行い、世界中どこでも安心して日
本の高度な医療を受診出来る世界を
創造することに寄与するとともに、国際
協力活動を通して、開発途上国を中心
とした貧困地域の医師や医療従事者の
医療技術レベルの向上を図り、一人で
も多くの人が豊かに暮らす事が出来る
社会の構築に寄与することを目的とす

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
(2)国際協力の活動
(3)災害救援活動
(4)職業能力の開発又は雇用機会の拡
充を支援する活動 
(5)子供の健全育成を図る活動 
(6)以上の活動を行う団体の運営又は
活動に関する連絡、助言または援助の
活動

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

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

99
特定非営利活動法人国際交流
レインボー

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝｺｸｻｲｺｳﾘｭ
ｳﾚｲﾝﾎﾞｰ

東　孝子
久留米市合川町２１７５番地
２

久留米市

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

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

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

１物販販売事業
２セミナー開催事業
３刊行物出版事業

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

100
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

101
特定非営利活動法人メイク
ハッピー＆ピース

トクテイヒエイリカツドウホウジンメ
イクハッピーアンドピース

仲西　浩一 宗像市田久４丁目８番１８号 宗像市

この法人は、共生社会の実現を目指
し、子どもたちや若者たち、社会的に弱
い立場の人たちに対して、福祉、教育
や国際協力に関する事業などを行い、
彼らの成長や幸福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)　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

①　子どもたちのこころと学びのサポート事業
②　自然や体験などの教育プログラムの企画
運営などの事業
③　フェアトレード事業やスタディツアー事業
④　児童福祉法に基づく障害児通所支援事
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就労支援、
就労移行支援事業
⑥　まちづくりの推進に関する事業 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2016/11/24 2017/2/28 2017/3/6 3月31日 認証済み

102
特定非営利活動法人老匠支援
機構

トクテイヒエイリカツドウホウジンロ
ウショウシエンキコウ

中島　政博
福岡市南区皿山２丁目３番１
７－２１３号

福岡市南区

久留米市三潴町高三潴８９３
番地１
筑紫野市石崎２丁目１２番１６
号
柳川市弥四郎町１３０番地
大川市大字九網５２番地

この法人は主に行政職経験者等（以
下、職員ＯＢという）がもつ知識と経験
を「野ざらし」することなく社会に還元す
ることにより、行政コスト等の低減に資
することおよび職員ＯＢの生き甲斐つく
りに寄与しその健康寿命の延伸による
社会コストの低減に資することを目的と

１．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
２．経済活動の活性化を図る活動 
３．国際協力の活動

（１）人材マッチング事業
（２）行政コンサルタント事業

○ ○ ○ 2016/12/13 2017/3/13 2017/3/15 3月31日 認証済み

103
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

104
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

105
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

106
ＮＰＯ法人福岡被災地前進支
援

エヌピーオーホウジンフクオカヒサ
イチゼンシンシエン

吉田　敦
宗像市土穴４丁目１７番１６
号

宗像市

この法人は，地震，洪水等の自然災害
やテロ等の人為災害等での被災者及
び被災地に対して，積極的な支援活動
に関する事業を行い，緊急時のみなら
ず平常時から人々が助け合い，支えあ
うボランタリー精神豊かな社会の構築
に寄与することを目的とする。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．災害救援活動
３．国際協力の活動

１．災害救援及び復旧支援事業
２．防災啓発事業
３．被災地支援及び防災に関する情報提供
及び人材育成事業
４．被災地支援及び防災ネットワーク構築事
業
５．前各号に付帯する一切の事業

○ ○ ○ 2011/10/28 2012/2/13 2012/2/24 3月31日 認証済み

107
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



108
ＮＰＯ法人One More Careサ
ポート

エヌピーオーホウジンワンモアケ
アサポート

永濱　陽正
久留米市藤光町９６８番地２
山口コーポ１０４号

久留米市
フィリピン共和国マニラ市オカ
ンポ通り５９９

この法人は、国内外を問わず、社会福
祉に関する事業を行い、国際教育並び
に文化交流の機会を提供する事、並び
に健康と自立した生活支援を図るととも
に、豊かで活力のある社会の構築と発
展に寄与することを目的とする。

(１)保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
(２)社会教育の推進を図る活動 
(３)まちづくりの推進を図る活動 
(４)環境保全を図る活動 
(５)職業能力の開発又は雇用機会の拡
充を支援する活動
(６)国際協力の活動
(７)子どもの健全育成を図る活動 
(８)災害救援活動
(９)地域安全活動
(１０)男女共同参画社会の形成の促進
を図る活動 
(１１)経済活動の活性化を図る活動 
(１２)前各号に掲げる活動を行う団体
の運営又は活動に関する連絡、助言
又は援助の活動

①介護保険法上に基づく居宅介護支援事業
②介護保険法上に基づく通所介護事業及び
第１号通所事業
③介護保険法上に基づく短期入所生活介護
事業及び介護予防短期入所生活介護事業
④介護保険法上に基づく訪問介護事業及び
第１号訪問事業
⑤介護保険法上に基づく福祉用具貸与及び
介護予防福祉用具貸与
⑥介護保険法上に基づく介護予防・日常生
活支援総合事業
⑦介護保険法上に基づく訪問看護及び介護
予防訪問看護
⑧介護保険法上に基づく訪問入浴及び介護
予防訪問入浴
⑨介護保険法上に基づく夜間対応型訪問介
護
⑩二次予防事業
⑪障害者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業及び地域生活支援事業
⑫児童福祉法に基づく障害者通所支援事業
及び障害児相談支援事業
⑬シニア生きがい支援事業
⑭在宅福祉サービスに関する事業(デイサー
ビス、移送サービス等)
⑮高齢者の生活全般に係る相談に関する事
業
⑯高齢者・障害者等とその家族に対する、保
健・福祉・医療に関するセミナーの開催
⑰一般旅客自動車運送事業(福祉輸送事業
限定)

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

109
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

110 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

111
特定非営利活動法人造血器腫
瘍の診断力を向上させる研究
会

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

大島　孝一
久留米市旭町67番地　久留
米大学医学部病理学教室

久留米市

この法人は、造血器腫瘍の正確な診断
をもとに適切な治療が行えるように、造
血器腫瘍の診断力を向上させ医療に
貢献することを目的とする。

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（２）情報化社会の発展を図る活動
（３）科学技術の振興を図る活動
（４）職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
（５）国際協力の活動
（６）前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

（１）造血器腫瘍の症例データベース構築事
業
（２）造血器腫瘍の診断の標準化に関する事
業
（３）造血器腫瘍の診断にかかわる医療従事
者の育成事業
（４）造血器腫瘍の診断にかかわる支援及び
相談事業
（５）その他目的を達成するために必要な事
業

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

112
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

113 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

114
特定非営利活動法人グループ
リビングこすもす

トクテイヒエイリカツドウホウジング
ループリビングコスモス

辻　吉保
久留米市国分町１１７１番地
１

久留米市

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

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
(2)まちづくりの推進を図る活動 
(3)国際協力の活動
(4)男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動

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

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

115
特定非営利活動法人廃棄物地
盤工学研究会

トクテイヒエイリカツドウホウジンハ
イキブツジバンコウガクケンキュウ
カイ

島岡　隆行 糸島市西堂９５番地１２ 糸島市

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

１．社会教育の推進を図る活動
２．環境の保全を図る活動
３．国際協力の活動
４．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡，助言又
は援助の活動

１．持続可能な廃棄物処分場の技術と学術
及び廃棄物地盤工学に係る研究事業
２．環境関連技術の普及、助言及び研究支
援に係る事業
３．地球環境や生活環境の保全と改善に係る
啓発事業

１．環境関連コンサルティング事
業
２．環境関連技術の書籍出版事
業

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

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

中島　靖博
久留米市宮ノ陣町若松１２７
２番地１

久留米市

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

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（２）社会教育の推進を図る活動
（３）まちづくりの推進を図る活動 
（４）農山漁村又は中山間地域の振興
を図る活動 
（５）国際協力の活動
（６）子どもの健全育成を図る活動
（７）職業能力開発又は雇用機会拡充
の支援活動
（８）前各号に掲げる活動を行う団体の
運営または活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

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

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

117
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

118
特定非営利活動法人ファイブ
ネット春日

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ファイブネットカスガ

林　惠美子
春日市紅葉ケ丘東８丁目５０
番地

春日市

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

 （１）保険、医療又は福祉の増進を図る
活動

 （２）社会教育の推進を図る活動 
 （３）まちづくりの推進を図る活動 
 （４）環境の保全を図る活動 
 （５）災害救援活動
 （６）地域安全活動
 （７）国際協力の活動
 （８）男女共同参画社会の形成の促進

を図る活動 
 （９）情報化社会の発展を図る活動

(10)  消費者の保護を図る活動  
(11)  前各号に掲げる活動を行う団体
の運営又は活動に関する連絡、助言
又は援助の活動

①  地域社会のシニアを対象にしたパソコン
講座・スマホ講座・タブレット講座の開　 
設
②  一般財団法人ニューメディア開発協会が
主催する「シニア情報生活アドバイザー」資
格取得のための養成講座
③　パソコン・スマホ・タブレット相談室の開催
④　自治体からの要請に基づく市民対象の
パソコン講座・スマホ講座・タブレット講座の
開催
⑤　シニアが核となって行うサークル活動及
び交流イベントの企画,運営,支援 
⑥　全国及び世界のシニアのネットとの交
流、連絡、協調
⑦　ITフレンドの普及（障がい者支援）　 
⑧　本会の事業に必要な機関誌、ホーム

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



119 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

120 NPO法人BSケア
エヌピーオーホウジンビーエスケ
ア

寺田　恵子 柳川市弥四郎町２２２番地３ 柳川市

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

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

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

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

121 NPO法人ネオサポート
エヌピーオーホウジンネオサポー
ト

古賀　賢二
久留米市藤山町１５３１番地
１

久留米市

この法人は、介護、障害者福祉、農業
の分野で、職業技術習得や人材の育
成に関する事業を行い、介護福祉や障
害者福祉の推進及び農業の振興に寄
与することを目的とする。

１、保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２、社会教育の推進を図る活動
３、まちづくりの推進を図る活動 
４、農山漁村又は中山間地域の振興を
図る活動
５、国際協力の活動
６、子どもの健全育成を図る活動
７、職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
８、前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１、介護福祉士の資格習得支援事業
２、介護施設への就労支援及び職業紹介事
業
３、障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業
４、農業従事者の後継者確保事業
５、その他目的を達成するために必要な事業 

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

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

原野　明彦
朝倉市杷木久喜宮１２１９番
地１

朝倉市

この法人は、都市農村交流に関わる人
や団体、事業者に対して、ツーリズムの
普及・啓発に関する事業を行い、地域
の活性化や発展に寄与することを目的
とする。

(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動 
(3)観光の振興を図る活動 
(4)農山漁村又は中山間地域の振興を
図る活動
(5)国際協力の活動
(6)男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
(7)子どもの健全育成を図る活動 
(8)情報化社会の発展を図る活動 
(9)経済活動の活性化を図る活動 
(10)職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
(11)前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

(1)　農村民泊仲介事業
(2)　体験・交流事業
(3)　ツーリズム普及支援事業 
(4)　上記の事業に付属する関連事業

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

123
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

124 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

125
特定非営利活動法人日中ペッ
ト産業振興協力研究会

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ニッチュウペットサンギョウシンコ
ウキョウリョクケンキュウカイ

寺田　光徳 古賀市薬王寺１８５２番１５ 古賀市
中華人民共和国江蘇省南京
市石楊路２番４６棟２０５室

この法人は日中両国のペット産業に係
る者に対してあらゆるイベントや教育機
関に関わる組織、個人への支援事業を
行い、日中両国の友好と彼らの知識、
技術等の向上、ペット産業の振興に寄
与する事を目的とする。

（１）国際協力の活動
（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
拡大を支援する活動

（１）日中で開催されるペットイベントの増進を
図る活動
（２）日中ペット産業従事者、教育機関の知
識、技術の拡充を支援する活動 
（３）日中ペット産業従事者、教育機関の友好
と親睦の推進を図る活動 
（４）日中ペット産業に係る教育機関の人材育
成の為の教科書の編集、資格の基準、認定
等の協力事業
（５）日中ペット産業に係る、あらゆる業務の
支援、協力する事業

○ ○ ○ 2019/12/20 2020/2/26 2020/3/9 3月31日 認証済み

126
特定非営利活動法人グリーフ
ケアサイエンス協会

トクテイヒエイリカツドウホウジング
リーフケアサイエンスキョウカイ

彦坂　ひろ子
筑紫野市二日市中央2丁目4
番17‐501号

筑紫野市

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

（１）災害救援活動
（２）国際協力の活動
（３）前各号に掲げる活動を行う団体の
運営または活動に関する連絡、助言ま
たは援助の活動

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

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

127
特定非営利活動法人国際交流
支援機構

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
クサイコウリュウシエンキコウ

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

福岡市中央区

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

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

（１）国際協力の活動
（２）職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
（３）前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

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

①定期的な懇親会等の開催を通
じて親睦を図る事業

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

128
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

129
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

130 ＮＰＯ法人攻めの防災
エヌピーオーホウジンセメノボウサ
イ

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

この法人は、災害に対する被害の軽減
と、行政、企業、消防団、自主防災組
織、住民に対して、災害から命・生活・
事業活動を守るための知識の教育、普
及啓発及びサポートを行うことで、安心
して生活できる地域づくりと、様々な人
種、世代、機関、団体に災害発生後も
継続した生活、事業活動の実現と維持
に寄与することを目的とする。 
また、防災・減災アドバイザーと呼称す
る指導的役割を持つ人材の養成、活用
等により、地域社会の防災・減災と危機
管理に寄与することを目的とする。

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

①　防災、減災事業
②　防災・減災アドバイザー普及事業
③　避難所運営サポート事業
④　災害対策から考えるまちづくり事業 
⑤　その他、この法人の目的を達成する為に
必要な事業

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

131
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


