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1
特定非営利活動法人ハンディ
キャップサポーター

トクテイヒエイリカツドウホウジンハ
ンディキャップサポーター

井上　章
春日市春日公園一丁目１９
番地

春日市

この法人は、障害者に対して、地域で
自立した生活を営んでいくために必要
な事業を行い、福祉の増進を図り、社
会全体の利益の増進に寄与することを
目的とする。

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

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

１．会員のための福利・厚生およ
び共済事業

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

2
特定非営利活動法人ジャパン
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

4
特定非営利活動法人どうぶつ
村

トクテイヒエイリカツドウホウジンド
ウブツムラ

楢崎　眞治
福岡市東区筥松２丁目21番
18-201号

福岡市東区
愛知県豊川市末広通４丁目１
３番

動物飼養者の視点で次世代につなが
る、人とペットとの良好なる関係改善を
多角的に思考し行動することで、ペット
を媒体とした『人間性の回復』『街づく
り』を提言実行する一般飼養者の集団
形成を行うことにより、美しい街づくりを
行い、市民生活を豊かにすることを目
的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
５．環境の保全を図る活動
６．地域安全活動
７．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．動物飼養者同士の交流を図ることにより、
社会教育の推進を図る事業
２．ペットのしつけおよび飼養方法の啓蒙に
よる美しい街づくりの推進を図る事業 
３．各種セミナーの開催による保健、医療の
推進を図る事業 
４．お散歩コースの紹介および『どうぶつ村』
ＭＡＰの作成および提供による地域安全を図
る事業
５．住環境の提供による環境の保全を図る事
業
６．ペットと住み良い街づくりの要望・実行に

１．動物飼養者および動物のた
めの保障事業

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

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日本カイ
ロプラクティック療法技術支援
協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
ホンカイロプラクティックリョウホウ
ギジュツシエンキョウカイ

石井　良典
福岡市中央区天神３丁目１
番１６号橋口ビル

福岡市中央区
宮城県仙台市青葉区中央２
丁目１１番２３号 太田ビル２階

この法人は、会員相互の協力により、
不特定多数の市民や団体に対して、カ
イロプラクティック医学に関する幅広い
分野で調査・研究を行い、カイロプラク
ティックの正しい認識のための助言、支
援、協力等の教育活動を行うとともに、
地域や教育現場におけるスポーツト
レーナーの育成等の健全な町づくりを
図り、カイロプラクティック師の育成及び
技術の向上の為の認定等の事業を行
い､消費者保護と公益増進に寄与する

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．まちづくりの推進を図る活動 
４．消費者の保護を図る活動

１．調査、研究事業
２．教育事業
３．健全な町づくり事業
４．認定事業

１．物品販売の事業
２．物品貸付の事業

○ ○ ○ ○ 2004/5/7 2004/8/25 2004/9/7 3月31日 認証済み

7
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

8 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

9
特定非営利活動法人全国街道
交流会議

トクテイヒエイリカツドウホウジンゼ
ンコクカイドウコウリュウカイギ

藤本　貴也
福岡市早良区室見1丁目10
番12号

福岡市早良区

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

この法人は、街道を活かした地域づく
り・まちづくり、街道を活かした地域連
携、そのほか街道に関する諸活動に取
り組む団体及び個人等に対して、地域
やセクターを越えた広域的な活動を支
援するため、交流、連携、調査、研究、
提言、情報提供などに関する事業を行
い、以って、豊かで、美しく、多様性に
富む地域社会づくりに寄与することを目
的とする。

１．社会教育の推進を図る活動 
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
４．環境の保全を図る活動 
５．子どもの健全育成を図る活動 
６．経済活動の活性化を図る活動
７．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．街道を活かした地域づくり・まちづくりを推
進する全国大会等の開催と運営に関する事
業
２．街道を活かした地域づくりなどの支援に関
する事業
３．街道を活かした地域づくりの調査、研究、
提言、情報提供などに関する事業
４．その他目的を達成するために必要な事業

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

10
特定非営利活動法人タウン・コ
ンパス

トクテイヒエイリカツドウホウジンタ
ウン・コンパス

井上　信昭 宗像市朝町１２８１番地 宗像市

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

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

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

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

11
特定非営利活動法人世界環境
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

12
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

13
特定非営利活動法人すずらん
会

トクテイヒエイリカツドウホウジンス
ズランカイ

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

この法人は、広く一般市民に対し、「食」
の大切さを伝える事業を行い、地域・世
代間の交流を活性化させ地域住民の
公益の増進に寄与することを目的とす
る。

１．社会教育の推進を図る活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．農山漁村又は中山間地域の振興を
図る活動
４．環境の保全を図る活動
５.子どもの健全育成を図る活動
６、経済活動の活性化を図る活動
７．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．「食」の大切さを伝える活動 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2006/12/15 2007/3/2 2007/3/7 10月31日 認証済み

14
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



15
特定非営利活動法人エコイク
ル九州

トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
コイクルキュウシュウ

原田　敦彦
福岡市博多区井相田１丁目
１０番４号

福岡市博多区
沖縄県沖縄市宮里３丁目１４
番１２号

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

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

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

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

16
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

17
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

18
特定非営利活動法人在宅医療
サポート協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンザ
イタクイリョウサポートキョウカイ

古賀　弘司
福岡市城南区飯倉１丁目６
番２５号

福岡市城南区
大分県大分市西春日町４－１
西春日ビル２階

この法人は、地域住民に対して、これ
からの高齢化社会を考え健康で生き生
きと豊かに暮らしていけるように、運動
や食生活に関する情報の提供や新しい
在宅医療のサービスの形を提案する。
緊急通報装置・緊急通報付き携帯電話
を活用して、地域の高齢者の皆様に３６
５日２４時間、在宅医療のお手伝いと、
緊急通報装置・緊急通報付き携帯電話
でサポートするシステム作りを行い、高
齢者の福祉の増進に関する物品の紹
介を行うなど、高齢者の笑顔、家族の
笑顔、地域の皆様の幸せに貢献し、保
健、医療、福祉の増進およびまちづくり
の推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．まちづくりの推進を図る活動

１．在宅医療支援システムの構築事業
２．在宅医療支援システムに関する研修会及
び講習会事業
３．高齢者見守り事業
４．介護保険法に基づく居宅サービス事業 
５．介護保険法に基づく介護予防サービス事
業
６．介護保険法に基づく地域密着型サービス
事業
７．介護保険法に基づく地域密着型介護予防
サービス事業
８．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
９．介護保険法に基づく施設サービス事業 
１０．介護保険法に基づく介護予防支援事業
１１．介護保険報酬外の生活支援サービス 
１２．鍼灸マッサージ及び訪問鍼灸マッサー
ジ事業
１３．サービス付高齢者専用賃貸住宅の管
理・運営事業
１４．医療費に係る診療報酬の算定事務の受

１．物品販売事業 ○ ○ 2008/1/22 2008/4/24 2008/5/2 3月31日 認証済み

19
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

20
特定非営利活動法人たすけ愛
京築

トクテイヒエイリカツドウホウジンタ
スケアイケイチク

阿部　登志彦 行橋市下稗田1368番地の28 行橋市

本会は、光、愛、命の共同体社会を願
うを基本とし、受け手にも担い手にもな
る会員制の組織で、自己研修とサポー
ト活動を通じて、あなたがあなたらしく、
わたしがわたしらしく暮らせるこころ豊
かな新しい町づくりに寄与し、活力ある
長寿社会の建設に協力することを目的
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．子どもの健全育成を図る活動

１．在宅福祉サービスに関する事業（家事援
助、介護援助）
２．行政の福祉関連の委託事業
３．各種公益法人事業との提携事業
４．学校教育関係との連携事業
５．グループホームに関する事業 
６．ミニデイサービス（宅老所）に関する事業
７．介護保険法に基づく訪問介護事業及び介
護予防訪問介護事業
８．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
９．行政の教育関連の委託事業
１０．まちづくりの推進に関する事業 
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．ファミリーサポートセンター受託事業
１３．介護保険法に基づく地域密着型通所介
護事業

○ ○ ○ 1998/12/25 1999/4/28 1999/5/13 3月31日 認証済み

21
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

22
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

23
特定非営利活動法人西日本環
境ネットワーク

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
シニホンカンキョウネットワーク

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

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

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．環境保全を図る活動 
３．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

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

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

24
特定非営利活動法人シニア
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

25
特定非営利活動法人シニア情
報プラザ久留米

トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
ニアジョウホウプラザクルメ

黒川　幸治 久留米市六ツ門町７番地１６ 久留米市

この法人は、主に高齢者、障害者等に
必要な情報、場所、機会を提供すること
に より、高齢者、障害者等がいきいき
と充実した生活を送ることのできる社
会づくりに寄与するとともに、またその
場所を中心部商店街に置くことで商店
街の活性化にも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．まちづくりの推進を図る活動

１．情報プラザにおける情報の収集と発信事
業
２．高齢者、障害者等を主としたパソコン・イ
ンターネット教室や相談の実施事業
３．商店街との協働による活力あるまちづくり
事業
４．高齢者、障害者等の外出支援の実施事

○ ○ 2000/12/8 2001/3/6 2001/3/30 3月31日 認証済み

26
特定非営利活動法人チャイル
ドケアセンター

トクテイヒエイリカツドウホウジン
チャイルドケアセンター

大谷　清美
大野城市白木原一丁目１４
番地２２号

大野城市

この法人は、「子どもを真ん中に、地域
で育て、育ちあう」事業を核に、幅広い
世代の多様な社会参加・交流の機会を
つくることを通じて、子育てに関わる人
の精神的、経済的な安定と子ども達の
生きる力を育み、豊かな人間関係が形
成される地域社会づくりに寄与すること
を目的とする。

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（２）社会教育の推進を図る活動
（３）まちづくりの推進を図る活動 
（４）子どもの健全育成を図る活動 
（５）情報化社会の発展を図る活動
（６）経済活動の活性化を図る活動
（７）職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
（８）前号に掲げる活動を行う団体の運
営又は活動に関する連絡、助言又は
援助の活動

１．子育て支援に関する活動
２．子どもの健全育成に関する事業 
３．多世代の交流・居場所づくりに関する事業 
４．能力開発、起業・就労支援等のキャリア形
成に関する事業
５．有料職業紹介事業及び労働者派遣に関
する事業
６．子育て及びキャリア形成に関する情報の
収集提供に関する事業
７．公の施設の管理に関する事業 
８．その他第３条の目的を達成するために必
要な事業

１．物品販売事業
２．物品貸付事業
３．各種イベント開催事業

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

27
特定非営利活動法人福祉でま
ちがよみがえる会

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クシデマチガヨミガエルカイ

平田　聖子
大牟田市築町2番地9､2番地
10

大牟田市

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

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．特定非営利活動を行う団体の運営
又は活動に関する連絡、助言又は援
助の活動

１．市民活動団体への支援事業
２．地域福祉及びまちづくりに関する交流啓
発事業
３．障害者支援を目的としたタウンモビリティ
に関する事業 
４．福祉活動を目的とした地域通貨に関する
事業
５．介護保険法に基づく認知症対応型通所介
護及び介護予防認知症対応型通所介護事

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

28
特定非営利活動法人コスモ
キャンパス

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
スモキャンパス

宮崎　和起 古賀市今在家184番地1 古賀市

この法人は、安本心理機能訓練を通し
て、不特定かつ多数の知的障害 児
（者）及び知的障害は持たないが、対人
関係が難しく社会適応が難しい人々に
対する、作業支援及び日常生活自立支
援に関する事業などを行 い、くらしやす
い町づくりを地域の協力のもとに推進
し、障害者福祉の増進に寄与すること
を目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．子どもの健全育成を図る活動
３．まちづくりの推進を図る活動

１．安本心理機能訓練にて知的障害児（者）
や、対人関係が難しく社会適応が難しい人々
に対する作業支援及び日常生活自立支援事
業
２．知的障害児（者）の家族や、対人関係、社
会適応が難しい人々の家族に対する相談、
助言事業
３．障害者自立支援法に基づく地域生活支援
事業の受託
４．児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
５．その他この法人の目的を達成するために

○ ○ ○ 2001/10/24 2002/1/31 2002/2/13 3月31日 認証済み

29
特定非営利活動法人つくしク
ローバー会

トクテイヒエイリカツドウホウジンツ
クシクローバーカイ

松尾　眞美子
太宰府市梅ヶ丘一丁目26番
8号

太宰府市

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

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

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

１．物品販売
２．チャリティイベントの開催

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

30
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

31
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



32
特定非営利活動法人エヌ・
ピー･オー福祉用具ネット

トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
ヌピーオーフクシヨウグネット

豊田　謙二
田川市大字伊田4395（福岡
県立大学内）

田川市

この法人は、住民に対して、福祉用具
の活用、供給、開発等に関する事業、
住環境の整備に関する事業などを行
い、地域の福祉に寄与することを目的
とする。

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

１．福祉用具及び住環境に関する相談・調
査・開発・供給などの活用と整備の推進に関
す　　る事業
２．生活の質の向上に向けた相談・調査・啓
発・研修などの事業
３．安全な生活に向けたバリアフリー化に関
する相談・調査・啓発・研修などの福祉のまち
づくりに関する事業 
４．情報誌および出版物の発行など会員や市
民との文化交流事業

○ ○ ○ 2002/8/5 2002/10/28 2002/11/1 3月31日 認証済み

33
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

34
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

35
特定非営利活動法人おおむた
市民オンブズマン

トクテイヒエイリカツドウホウジンオ
オムタシミンオンブズマン

古賀　亮典　永尾　廣久
大牟田市下白川町2丁目33
番地

大牟田市

本会は、地方公共団体にかかわる不
正・不当な行為を監視し、もって健全な
住民の自治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

１．地方公共団体等に対する情報公開の請
求及び提案。 
２．開示された情報の分析。 
３．監査委員等に対する監査請求。 
４．行政訴訟の提起及び支援。 
５．会員相互及び他団体等との情報交換・経
験交流及び共同研究。 
６．会報の発行。 
７．その他、本会の目的を達する為に必要な
事業。

○ 2002/10/24 2003/1/8 2003/1/29 3月31日 認証済み

36 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

37
特定非営利活動法人SNｅtくる
め

トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
スネットクルメ

橋本　みきえ
久留米市諏訪野町2546番地
3-803

久留米市

この法人は、障害者の就労生活に関す
る理解を筑後地域の人々に広め、その
理念の向上に努めるとともに、支援に
関わる人材の拡大とその質の向上を図
ることをもって地域社会の利益の増進
及び福祉のまちづくりの推進に寄与す
ることを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．まちづくりの推進を図る活動

１．地域住民及び事業所関係者に障害者の
就労生活についての理解を広げ、福祉のま
ちづくりを推進する事業 
２．障害者の就労生活支援者のための学習
会の開催に関する事業
３．機関誌による情報の発信及びインター
ネットによる情報交換並びに啓発活動に関す

○ ○ 2003/2/24 2003/6/18 2003/6/23 3月31日 認証済み

38
特定非営利活動法人まちづく
り地域自立就労支援センター
アタック

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

片原　次雄
筑紫野市二日市西1丁目7番
1号

筑紫野市

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

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

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

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

39
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

40
特定非営利活動法人アクアカ
ルチャーネットワーク

トクテイヒエイリカツドウホウジンア
クアカルチャーネットワーク

田嶋　猛 筑後市久富1343番地 筑後市
福岡市博多区住吉2丁目11番
11号

この法人は作り育てる漁業及び漁業資
源の保護活動を啓発、支援するために
講習会や技術研究会等の教育啓蒙事
業及び放流支援事業を行い、もって地
域社会の漁業振興に寄与する事を目
的とする。

１．社会教育の推進を図る活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．環境保全を図る活動
４．以上の活動を行なう団体の運営ま
たは活動に関する連絡、助言または援
助の活動

１．つくり育てる漁業に関する事業 
　①生産技術分野でのシンポジウム、セミ
ナー開催
　②先進施設や取組事例視察会の開催
　③技術紹介、生産技術開発機器の展示会
開催
　④情報の提供及び書籍の発行
２．漁業資源保護活動に関する事業
　①放流事業の実施及び協賛
　②情報の提供及び書籍の発行

１．広告事業
２．バザー等物品販売事業

○ ○ ○ 2002/11/18 2003/3/7 2003/3/31 2月28日 認証済み

41
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

42
特定非営利活動法人子ども未
来ネットワーク春日

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ドモミライネットワークカスガ

白糸　林太郎
春日市小倉２丁目２８番地
東荘２０１号室

春日市

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

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

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

１．物品販売及びサービスの提供に関
する事業
２．イベント等の企画運営事業

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

43 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

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

植木　和宏
北九州市小倉北区浅野二丁
目１４番２号

北九州市小倉北区
福岡市中央区天神二丁目３
番２４号

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

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．環境の保全を図る活動
３．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
４．子供の健全育成を図る活動
５．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡､助言及び
資金的援助を図る活動

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

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

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

45
特定非営利活動法人なかま福
祉会

トクテイヒエイリカツドウホウジンナ
カマフクシカイ

木下　幸子 中間市中央2丁目13番12号 中間市

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

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

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

１．物品販売事業
２．飲食店経営事業

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

46
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

47
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

48
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

49
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

50 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

51
特定非営利活動法人大木町福
祉農園

トクテイヒエイリカツドウホウジンオ
オキマチフクシノウエン

石橋　ケイ子
三潴郡大木町大字八町牟田
255番地の１

大木町

この法人は、地域の障害者及び高齢者
がオーガニック農産物の普及活動を通
して、食生活の安全と健康づくりを推進
することで自らの社会参加の喜びと、明
るいまちづくりを目指し、もって地域社
会の利益の増進に寄与することを目的

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

１．障害者及び高齢者への生きがいづくり相
談に関する事業
２．オーガニック農法及び農産物の普及に関
する事業
３．食生活の安全と健康づくりの啓発に関す
る事業

○ ○ 2003/3/13 2003/6/30 2003/7/14 3月31日 認証済み



52
特定非営利活動法人自立生活
センター久留米

トクテイヒエイリカツドウホウジンジ
リツセイカツセンタークルメ

古川　克介
久留米市津福今町361番地
42

久留米市

この法人は、障害者に対して、ヘル
パー派遣等の生活支援に関する事業
を行い、障害者の自立と社会参加の推
進及び福祉の充実に寄与することを目
的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．まちづくりの推進を図る活動

１．障害者の生活支援に関する事業
２．バリアフリーのまちづくりの推進を図る事
業
３．障害者への理解を深める為の啓発活動
に関する事業
４．ガイドヘルパー派遣に関する事業
５．共同作業所フロンティア管理・運営及び障
害者自立支援法に基づく、地域活動支援セ
ンター管理・運営
６．障害者自立支援法に基づく地域生活支援

○ ○ 2003/4/4 2003/7/10 2003/7/23 3月31日 認証済み

53
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

54
特定非営利活動法人北部九州
ホスピスケアの会

トクテイヒエイリカツドウホウジンホ
クブキュウシュウホスピスケアノカ
イ

森口　順司 行橋市行事7丁目19番6号 行橋市 豊前市大字宇島102番地6

この法人は、ホスピス活動を通じて、人
生の終末を迎える人たちのケアに関す
る事業を行い、ひろく終末期の患者お
よび家族の心のケアに寄与することを
目的とする。

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

１．ホスピスに関する勉強会、研究会、シンポ
ジウム、講座などの開催事業
２．ホスピスケアに関する広報誌の発行事業
３．ホスピス音楽療法に関する事業
４．在宅ホスピス支援センターにおける相談・
情報提供事業
（地域の医療機関・福祉施設との連携・電話
相談）
５．医療機関の緩和病棟設立に関する支援
事業
６．地域の遺族の方達の社会復帰するため

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

55 特定非営利活動法人よか隊
トクテイヒエイリカツドウホウジンヨ
カタイ

西田　尚美 筑紫野市紫六丁目１１番５号 筑紫野市

この法人は、情報通信技術や食育・農
業などを通じて、結びつきが薄くなって
いる市民と各種社会資源をつなぐ役割
を担うことにより、地域における循環型
社会の実現に寄与することを目的とす
る。

１　まちづくりの推進を図る活動 
２　子どもの健全育成を図る活動 
３　環境の保全を図る活動 
４　情報化社会の発展を図る活動 
５　保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
６　前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．地域における子どもと大人のネットワーク
構築
２．循環型社会と食育の推進を図る事業
３．情報通信技術の普及啓発事業
４．市民と各種地域資源とをつなぐコーディ
ネート事業
５．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律（以下「障害者総合
支援法」という。）に基づく障害福祉サービス
事業
６．障害者総合支援法に基づく特定相談支援
事業及び児童福祉法に基づく障害児相談支
援事業

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

56
特定非営利活動法人いいづか
障害児者団体協議会

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

吉良　安子 飯塚市枝国３５５番地７ 飯塚市

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

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

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

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

57
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

58
特定非営利活動法人ヘルスア
ンドライツサポートうりずん（若
夏）

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

中嶋　和代 直方市知古１丁目６番４８号 直方市

この法人は、高齢者のみならず各世代
に対して、日常生活を支援するサービ
スの知識や情報の提供及び介護サー
ビス内容の評価、介護予防に関する講
習事業及び調査研究事業を行い、各人
の自立支援に寄与することを目的とす
る。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
４．子どもの健全育成を図る活動

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

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

59 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

60 特定非営利活動法人有明会
トクテイヒエイリカツドウホウジンア
リアケカイ

工藤　徹 柳川市城隅町18番地9 柳川市

この法人は、柳川を中心に半径５０ＫＭ
の範囲は柳川の環境に多大な影響を
直接に及ぼすので、このエリアにおい
て、環境保全と再生に関する事業を行
い、そこに住む人たちが自らの手で行う
山林の保護と河川及び有明海の再生
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．環境の保全を図る活動

１．侵入竹林の伐採事業
２．加工竹による河川・有明会の浄化事業
３．水上栽培による河湖沼の浄化事業 
４．植林事業
５．間伐事業
６．有明会の水様調査事業
７．放逐山林の購入事業

１．加工竹の販売事業 ○ ○ 2003/10/3 2004/1/22 2004/2/5 12月31日 認証済み

61
特定非営利活動法人夢ニ
ティー・ハート

トクテイヒエイリカツドウホウジンユ
メニティー・ハート

野口　和枝
京都郡苅田町若久町１丁目
９番地２２

苅田町

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

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

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

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

62
特定非営利活動法人八女町並
みデザイン研究会

トクテイヒエイリカツドウホウジンヤ
メマチナミデザインケンキュウカイ

北島　力
八女市大字本町264番地西
棟

八女市

この法人は、八女地域の住民に対し
て、八女福島の町並みをはじめとした
八女の歴史的文化遺産等の調査研究
及び保存活用並びに伝統工法の継承
等に関する事業を行い、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．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

１．八女の文化遺産等の調査研究及び保存
活用に係る事業
２．八女の文化遺産等の修理・修景工事の相
談等に係る事業
３．八女の文化遺産等の修理・修景工事の技
術研修に係る事業
４．八女のまちなみ・むらなみ等のデザイン研
究に係る事業

○ ○ 2003/12/1 2004/3/25 2004/4/6 3月31日 認証済み

63
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

64
特定非営利活動法人人権ネッ
トいいづか

トクテイヒエイリカツドウホウジンジ
ンケンネットイイヅカ

松本　建一 飯塚市大字新飯塚24番3号 飯塚市

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

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

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

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

65
特定非営利活動法人大川未来
塾

トクテイヒエイリカツドウホウジンオ
オカワミライジュク

高橋　一精 大川市大字榎津325番地30 大川市

この法人は、大川市とその周辺の住民
に対して、主にまちづくりの推進を図る
活動に関する事業を行い、明るい豊か
な生活に寄与することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．環境の保全を図る活動 
４．情報化社会の発展を図る活動 
５．経済活動の活性化を図る活動 
６．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．大川地域における福祉ボランティアの派
遣事業
２．大川地域における福祉に関する調査、研
究事業
３．大川地域における中心市街活性化を図る
事業
４．大川地域における歴史的町並みの調査、
研究事業
５．大川地域における地域特性を活かすモ
ニュメントの製作、設置事業
６．大川地域におけるクリーク環境、水質の
調査、研究事業
７．大川地域におけるパソコンサポート事業
８．大川地域におけるインテリア産業の新し
い製品・流通の開発事業
９．インテリアデザイナーの育成組織化に関
する調査、研究事業
１０．大川地域におけるまちづくり活動を行う
団体間のネットワーク支援事業

１．インテリア商品、物品の販売
事業
２．広告、宣伝事業

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

66
特定非営利活動法人ひとびと
福祉事業団

トクテイヒエイリカツドウホウジンヒ
トビトフクシジギョウダン

具志　道次
みやま市瀬高町小川222番
地7

みやま市

この法人は、障害者を対象とした、社会
復帰支援事業等を行い、もって地域社
会の福祉の向上に寄与することを目的
とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．まちづくりの推進を図る活動

１．障害者への自立支援に関する事業
２．障害者福祉の啓発に関する事業
３．障害者の雇用創出に向けての調査研究
に関する事業
４．福祉のまちづくりに関する事業

○ ○ 2004/1/19 2004/5/14 2004/6/1 3月31日 認証済み

67
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



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

中島　悟 飯塚市津島５６５番地１ 飯塚市

この法人は、年齢や障害の領域を越
え、子どもから高齢者まですべての
人々に対し、高密度かつ多機能な医療
型介護福祉サービスを提供すること
で、地域での健やかで自立した生活を
支援し、地域の活性化に貢献すること
を目的とする。

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

１．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業 
２．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく地域生活
支援事業の受託
３．児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
４．児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
５．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく一般相談
支援事業
６．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく特定相談
支援事業
７．介護保険法に基づく地域密着型通所介護
事業、介護予防通所介護事業及び第1号通
所事業
８．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
９．リハビリテーションの知識、技術を用いた
生活自立支援事業
１０．職業能力の開発による就労支援事業
１１．リハビリテーションの地域教育研修事業
１２、地域住民の相互扶助及びネットワークを
活性化させる事業

１．チャリティーバザー、その他物
品の販売の事業
２．共済事業

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

69
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

70 特定非営利活動法人すみれ
トクテイヒエイリカツドウホウジンス
ミレ

長田　洋子 大牟田市勝立458番地1 大牟田市

この法人は、高齢者や地域住民に対し
て、相互扶助精神に基づいた「ふれあ
い社会づくり」をスローガンに、在宅福
祉サービスに関する事業や、地域福祉
を支援する活動を通して、創造的な福
祉社会を形成していくと同時に社会全
体の利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

１．介護保険法に基づく地域密着型サービス
事業
２．介護保険法に基づく介護予防通所介護又
は第１号通所介護事業
３．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
４．ミニデイサービス・ショートステイの運営事
業
５．在宅福祉サービスに係る事業（家事援助・
生活支援など）
６．地域住民の交流を図る事業 
７．行政との連携・協働・受託事業

○ ○ 2004/5/17 2004/9/13 2004/9/17 3月31日 認証済み

71
特定非営利活動法人保育サー
ビス・エンゼル

トクテイヒエイリカツドウホウジンホ
イクサービス・エンゼル

青山　伊都子
宗像市赤間駅前２丁目２番８
号トピア赤間Ⅱ１０５号

宗像市

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

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

１．子育てにかかわる支援推進事業
２．親子の交流などに関する事業 
３．子育ての質を高める事業 
４．子育てに関する情報提供事業
５．子育て支援関連団体との連携によるまち
づくりに関する事業

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

72
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

73
特定非営利活動法人マンショ
ン管理診断機構

トクテイヒエイリカツドウホウジンマ
ンションカンリシンダンキコウ

古賀　勘二
柳川市大字西浜武３２１番地
１

柳川市

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

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

１．相談会、セミナー開催等による、マンショ
ン供給・管理・運営に関する助言、指導、援
助、運営補助事業

１．修繕工事・メンテナンス等に係
る斡旋・仲介事業

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

74 ＮＰＯ法人ライブリーワン
エヌピーオーホウジンライブリーワ
ン

許山　秀仁 古賀市天神1丁目8番28号 古賀市

この法人は、在宅で介護が必要な高齢
者その他支援を必要とする人々に対し
て、地域の方々と協力しながら、まごこ
ろのこもった居宅サービス・居宅介護支
援及び日常生活支援に関する事業、及
び保育を必要とする子どもに対して、保
育所の運営を行うことを通して、子ども
の健全育成を支援する事業を行い、こ
れらの方々の福祉の増進とすべての
人々が健やかに暮らせる地域社会づく
りに寄与することを目的とする。

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

１．介護保険法に基づく居宅サービス事業
２．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
３．介護が必要な高齢者等の日常生活支援
事業
４．福祉・介護に係る相談事業
５．保育園の運営事業
６．育児に関する情報の提供、相談に関する
事業
７．上記１～６に必要な情報収集及び提供事
業

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

75 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

76
特定非営利活動法人火山里山
保全交流会

トクテイヒエイリカツドウホウジンヒ
ヤマサトヤマホゼンコウリュウカイ

岡本　清孝 糸島市志摩師吉６０１番地５ 糸島市

この法人は、糸島市及びその周辺の市
町の人々を対象に、森林の適正な間
伐・育木や、木材の流通を支援する事
業を行うと共に、林業従事者への支援
を行うことで、森林の再生や、環境への
配慮の行き届い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．環境の保全を図る活動
３．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

１．森林の適正間伐の実施及び普及に関す
る事業
２．森林の適正育木の実施及び普及に関す
る事業
３．人体及び環境に優しい木材の特性を生か
した住宅の普及・啓発及び研究に関する事業 
４．森林の再生樹木の育苗に関する事業 
５．林業従事者の技能の開発に関する事業 
６．森林再生に関する講演会の開催事業

１．有効利用木材製品の販売
２．森林用苗木の販売

○ ○ ○ 2004/11/5 2005/3/2 2005/3/18 10月31日 認証済み

77
特定非営利活動法人移動サ
ポートサービス虹

トクテイヒエイリカツドウホウジンイ
ドウサポートサービスニジ

近藤　ヨウ子
宗像市日の里２丁目２０番９
号白水店舗Ｃ号

宗像市

この法人は、高齢者・障害者・子ども等
の移動制約者に対して、移動サポート
及びその介助に関する事業を行うとと
もに、ニーズ調査や研修を行うことで、
地域福祉の向上に寄与することを目的
とする。

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

１．介護保険法による訪問介護サービス及び
居宅介護支援事業
２．身体障害者福祉法による（身体障害者）・
知的障害者福祉法による（知的障害者）及び
児童福祉法による（障害児）居宅介護等事業
３．障害児（者）・要支援・要介護者の外出を
介助・支援するための事業（移動サポート
サービスなど）
４．子どもの移送やベビーシッター派遣等の
子育て支援事業（車での移動サポートなど）
５．地域福祉向上のための学習会、講演会、
研修など、普及啓発及び情報提供事業
６．上記１～５の事業を行う関係各機関、地域
の他団体とのネットワークを形成する事業

１．物品販売事業 ○ ○ ○ 2004/11/17 2005/3/15 2005/3/30 3月31日 認証済み

78
特定非営利活動法人はねっこ
福祉会

トクテイヒエイリカツドウホウジンハ
ネッコフクシカイ

北島　スヱ子 筑後市大字水田８３８番地５ 筑後市

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

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

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

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

79
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

80
特定非営利活動法人西日本動
物愛護協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
シニホンドウブツアイゴキョウカイ

田中　麻里 糸島市志摩吉田1233番地1 糸島市

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

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

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

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

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

81
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

82
特定非営利活動法人立山福祉
会

トクテイヒエイリカツドウホウジンタ
テヤマフクシカイ

立石　百合子
大野城市平野台四丁目１０
番５号

大野城市

この法人は、高齢者に対して、介護保
険法に基づく在宅介護や高齢者の生き
甲斐作り・地域住民との交流促進に関
する事業を行い、地域福祉の増進や共
生共助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．まちづくりの推進を図る活動

１．高齢者と地域住民の交流支援事業
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居宅介護支援事業
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．介護保険法に基づく認知症対応型共同生
活介護事業及び介護予防認知症対応型共
同生活介護事業
７．介護保険法に基づく福祉用具貸与事業及
び介護予防福祉用具貸与事業
８．子育てに関する事業
５．高齢者に対する福祉事業及び生き甲斐づ
くりに関する事業

１．物品販売事業 ○ ○ 2005/7/19 2005/11/10 2005/11/24 3月31日 認証済み

83
特定非営利活動法人なかがわ
自然楽会

トクテイヒエイリカツドウホウジンナ
カガワシゼンガッカイ

杉本　嘉久
那珂川市松木３丁目１４０番
地２

那珂川市

この法人は、子供の健全育成並びに高
齢者の社会への参画を図る活動を支
援することでまちづくりに貢献すること
を目的とする。

（１）子供の健全育成を図る活動 
（２）保健医療または福祉の増進を図る
活動
（３）環境の保全を図る活動 
（４）まちづくりの推進を図る活動

（１）高齢者の屋外での支援事業
（２）まちづくりに関する施設整備及びイベント
等の開催・支援事業
（３）子どもの健全育成に関する教育活動支
援事業
（４）地域住民の交流を図るイベントの開催・
支援事業
（５）山村地域の経済活性化に係る公の施設
の管理運営受託事業

○ ○ ○ ○ 2005/6/29 2005/10/21 2005/10/26 3月31日 認証済み



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

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

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

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

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

85
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

86
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

87 特定非営利活動法人遊学館
トクテイヒエイリカツドウホウジンユ
ウガクカン

荒巻　日出男 柳川市奥州町３１番地５ 柳川市

この法人は、県南地域住民に対して、
青少年の健全育成及び、まちづくりの
活動に関する事業などを行い、うるお
いある地域社会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．まちづくりの推進を図る活動 
３．社会教育の推進を図る活動
４．保健、福祉の増進を図る活動

１．青少年の健全な情操教育のための各種
教室開催、企画、運営事業
２．まちづくりイベント、企画、開催事業 
３，各種生涯学習の支援・相談事業
４．１、２、３に関する施設の管理、運営事業

１．地域特産の民芸品や農産物、
魚介類等の物品販売事業

○ ○ ○ ○ 2005/10/26 2006/1/31 2006/2/15 3月31日 認証済み

88
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

89
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

90
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

91
特定非営利活動法人栄養ケ
ア・ちっご

トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
イヨウケアチッゴ

原　惠美子
筑後市大字馬間田１５７番地
４

筑後市
久留米市田主丸町大字秋成
１３７７-１

この法人は、筑後地区一円の住民に対
して地域に住む管理栄養士・栄養士が
食生活の観点から介護予防・生活習慣
病予防・合併症予防・食育等の事業を
通して健康寿命の延伸及びＱＯＬ向上、
子どもの健全育成や子育て支援に努
め、併せて管理栄養士・栄養士の雇用
機会を拡充し、もって健康で幸せな生
活をおくるための自主的な健康づくりを
支援し、活力のある地域社会となること
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．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

１．栄養改善相談・教室・イベントの開催事業
２．高齢者に対する地域支援事業（介護予防
事業）
３．健康づくりのための食に関する講習会開
催及び情報提供事業
４．介護に携わる人材の育成及び支援事業
５．高齢者生きがいづくり支援事業
６．子どもに対する食育の普及啓発事業
７．介護サービス利用者の食に関する家族教
室開催及び情報提供事業
８．高齢者や障害者に対する配食サービス及
び食事の支援

○ ○ ○ ○ 2005/11/30 2006/3/9 2006/3/23 3月31日 認証済み

92
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

93
特定非営利活動法人なおみの
会

トクテイヒエイリカツドウホウジンナ
オミノカイ

立山　利博 直方市山部７５１番地３１ 直方市

この法人は、精神障がい者に対して、
地域における自立生活と社会参加の支
援に関する事業を行い、障害者福祉の
増進及び障害者が安心して暮らせる街
づくりの実現に寄与することを目的とす
る。

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

１．精神障がい者の地域における自立生活を
支援する事業
２．精神障がい者の社会復帰を支援する施
設の運営事業
３．精神障がい者の社会活動と就労を図る支
援事業
４．精神障がい者に関する啓発広報などの事
業
５．精神障がい者福祉政策に関する提言事
業
６．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく指定障害
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活動
支援センター事業の受託
８．障害者の日常生活及び社会生活を総合

○ ○ ○ 2005/12/9 2006/3/16 2006/4/3 3月31日 認証済み 認定 絶対値基準 2017/7/1 2022/6/30

94
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

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

奈木野　征勝
田川郡川崎町大字田原７７４
－５番地

川崎町

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

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

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

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

96
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

97 ＮＰＯ法人美しい地球の会
エヌピーオーホウジンウツクシイチ
キュウノカイ

西田　眞壽美
糟屋郡新宮町緑ヶ浜3丁目3
番23号

新宮町
北九州市八幡東区東田２丁
目５番８号　株式会社エコー
ダ内

この法人は、子どもを中心に広く市民に
対して地球環境問題の解決の為に地
下資源の使用を減らし積極的にバイオ
マスの利用とリサイクル、リユースに関
わる事業や環境教育などを行い地域の
豊かな自然環境を取り戻し、循環型社
会の推進を図り、子どもの健全な育成
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．環境の保全を図る活動 
３．子供の健全育成を図る活動

１．休耕田や河川敷を利用した環境教育事業
２．バイオマスの有効利用に関する研究開発
及び普及事業
３．河川の清掃と放流活動で、しじみ貝やほ
たるなどが生息する環境創造事業

１．資源の回収、運搬と再資源化
処理事業
２．物品及び食品販売事業

○ ○ ○ 2005/12/26 2006/3/27 2006/4/13 9月30日 認証済み

98
特定非営利活動法人ちくしっ子
ネットワーク

トクテイヒエイリカツドウホウジンチ
クシッコネットワーク

岡元　祐介
筑紫野市大字永岡１０２５番
地５  グレイス桜台２０３号

筑紫野市

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

１．子どもの健全育成を図る活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．男女共同参画社会の形成を図る活
動
４．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．筑紫野市内における放課後児童クラブの
運営に関する事業
２．子どもたちが安全で健やかに成長するこ
とができるまちづくりの推進に係るイベント開
催等の事業
３．子育て支援に関する、講演会等の企画運
営事業並びに地域住民、他団体との交流及
び協力事業
４．子育て支援に係る環境向上のための情
報提供、調査研究及び提言に関する事業
５．放課後児童クラブ指導者の育成事業

１．物品販売及びサービスの提
供に関する事業 
２．イベント等の企画運営事業

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

99
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

100
特定非営利活動法人くるめ地
域支援センター

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
ルメチイキシエンセンター

柴田　元 久留米市東町３２番地２ 久留米市

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

この法人は、介護保険法第１１５条の４
６第１項に規定する地域包括支援セン
ターを設置し、地域住民の心身の健康
の保持及び生活の安定のために必要
な援助を行い、地域住民の保健医療の
向上及び福祉の増進に寄与することを
目的とする。

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

１．介護保険法に定める地域支援事業の受
託
２．介護保険法に定める介護予防支援事業

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



101
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

102 特定非営利活動法人絆
トクテイヒエイリカツドウホウジンキ
ズナ

江島　新
大川市大字向島１９１８番地
２

大川市

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

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

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

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

103
特定非営利活動法人美夜古の
会

トクテイヒエイリカツドウホウジンミ
ヤコノカイ

篠原　孝仁 行橋市大字宝山６００番地４ 行橋市

この法人は、精神障がい者に対して、
地域における自立生活と社会参加の支
援に関する事業を行い、障がい者福祉
の増進及び障がい者が安心して暮らせ
る街づくりの実現に寄与することを目的
とする。

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

１．精神障がい者に関する啓蒙広報事業
２．精神障がい者福祉政策に関する提言事
業
３．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく地域活動
支援センター事業
４．障害者の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
支援事業

○ ○ ○ 2006/3/15 2006/7/11 2006/8/17 3月31日 認証済み

104
特定非営利活動法人あゆみの
会

トクテイヒエイリカツドウホウジンア
ユミノカイ

金子　義郎 朝倉市甘木６５５番地１ 朝倉市

この法人は、精神障害者とその家族に
対して、地域における理解を深める活
動並びに障害者の社会的自立のため
の作業所の運営等に関する事業を行
い、障害者が安心して暮らせる街づくり
の実現に寄与することを目的とする。

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

１．「障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律」に基づく地域活動
支援センター事業の受託
２．地域住民及び家族同士の交流会及び交
流イベントの開催事業
３．障害者及び地域関係団体等の啓発事業
４．障害者のためのグループホーム事業 
５．「障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律」に基づく障害福祉
サービス事業
６．「障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律」に基づく計画相談
支援事業

○ ○ ○ 2006/3/27 2006/7/18 2006/8/1 3月31日 認証済み

105
特定非営利活動法人ワンハー
ト陽だまり

トクテイヒエイリカツドウホウジンワ
ンハートヒダマリ

福田　清隆 小郡市小郡１０９５番地１ 小郡市

この法人は、障がい者に対して、地域
における社会的自立と社会参加の支援
に関する事業を行い、障がい者福祉の
増進及び障がい者が、安心して暮らせ
る街づくりの実現に寄与することを目的
とする。

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

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（以下「障害者総合
支援法」という。）に基づく地域生活支援事業
の受託
２．障がい者に対する共同作業所の管理・運
営事業
３．障害者総合支援法に基づく障がい福祉
サービス事業
４．児童福祉法に基づく障がい児通所支援事
業
５．障がい者及びその家族の交流事業

１．自動販売機の設置事業
２．その他の物品販売事業

○ ○ ○ 2006/4/26 2006/7/31 2006/8/22 3月31日 認証済み

106
特定非営利活動法人宗像コス
モス会

トクテイヒエイリカツドウホウジンム
ナカタコスモスカイ

阿部　弘樹 宗像市田熊一丁目３番３６号 宗像市

この法人は、精神障がい者に対して地
域における自立生活と社会参加の支援
に関する事業を行い、障がい者福祉の
増進及び障がい者が安心して暮らせる
まちづくりの実現に寄与すること、及
び、地域の子どもの健全育成を通して
社会福祉基盤の充実を図り、精神障が
い者の自立及び社会参加への理解を
促進することを目的とする。

１．職業能力の開発、又は雇用機会の
拡充を支援する活動。 
２．保健、医療、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．子どもの健全育成を図る活動。

１．障がい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
合支援報」という）にもとづく障がい者の就労
移行支援事業。 
２．障害者総合支援法にもとづく障がい者の
就労継続支援事業。 
３．障害者総合支援法にもとづく障がい者の
共同生活援助事業。 
４．障害者総合支援法にもとづく障がい者の
地域活動支援センター事業の受託。 
５．障害者総合支援法にもとづく指定特定相
談支援事業。 
６．障がい者の地域における自立生活を支援
する事業。 
７．障がい者の社会復帰を支援する施設の
運営事業。 
８．障がい者の社会活動と就労を図る支援事
業。 
９．精神障がい者に関する普及啓発事業。 
１０．障がい者福祉政策に関する提言事業。 
１１．障がい者をもつ家族同士、または病院
等関係機関、または地域住民との連絡調整
及び交流会開催の事業。 
１２．子どもと精神障がい者との交流を図る事
業。 
１３．子どもの学校生活や学習等を支援する
事業。

１．物品及び食品の包装、梱包作
業の受託事業。 
２．物品及び食品の製造販売事
業。

○ ○ ○ ○ 2006/5/8 2006/8/16 2006/8/25 3月31日 認証済み

107
特定非営利活動法人ホームレ
ス支援久留米越冬活動の会

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

山本　耕之
久留米市山川町１２８８番地
２

久留米市

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

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

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

１．文化イベント開催事業
２．物品販売事業

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

108
特定非営利活動法人人権ネッ
トワークかざん

トクテイヒエイリカツドウホウジンジ
ンケンネットワークカザン

田中　廣文
嘉穂郡桂川町吉隈８９８番地
１

桂川町

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

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

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

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

109
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

110
特定非営利活動法人八女グ
リーン・ヘルパー

トクテイヒエイリカツドウホウジンヤ
メグリーン・ヘルパー

津村　弘祐 八女市大字室岡９８４番地６ 八女市

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

（１）まちづくりの推進を図る活動 
（２）環境の保全を図る活動
（３）情報化社会の発展を図る活動
（４）経済活動の活性化を図る活動
（５）職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
（６）消費者の保護を図る活動
（７）前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

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

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

111 ＮＰＯ法人ウェルフェアみくに野
エヌピーオーホウジンウェルフェア
ミクニノ

西本　恭子 小郡市津古４８８番地１２ 小郡市
小郡市津古６９３番地７８
埼玉県狭山市柏原３４８４番
地１５２

この法人は、小郡市を中心とする地域
の高齢者をはじめ広く子供、障害者、
地域住民に対して、住み慣れた場所
で、馴染みの人々と共に暮らすことを継
続するために有効な事業を行うことで、
地域福祉の向上に寄与することを目的
とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．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

１．介護保険法に基づく通所介護、地域密着
型通所介護、介護予防通所介護及び第１号
通所事業
２．介護保険法によらない高齢者・障害者等
への在宅生活支援事業
３．高齢者・障害者等の福祉の向上に関する
相談事業
４．介護者支援・育成事業
５．年齢・障害を問わない地域住民の交流事
業
６．住民組織・保健医療・福祉の関係機関と
のネットワーク事業

○ ○ ○ 2006/6/5 2006/9/13 2006/9/27 5月31日 認証済み

112 特定非営利活動法人みつば会
トクテイヒエイリカツドウホウジンミ
ツバカイ

陣内　伸廣 うきは市吉井町３４７番地１ うきは市

この法人は、精神障がい者に対して、
地域における自立生活と社会参加の支
援に関する事業を行い、障害者福祉の
増進及び障害者が安心して暮らせる街
づくりの実現に寄与することを目的とす
る。

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

１．精神障がい者の地域における自立生活を
支援する事業。 
２．障害者自立支援法に基づく、地域活動支
援センター事業の受託事業。 
３．精神障がい者の社会活動と就労を図る支
援事業。 
４．精神障がい者に関する啓蒙広報の事業。 
５．精神障がい者福祉政策に関する提言事
業。 
６．障がい者に対する共同作業所（浮羽共同

○ ○ ○ 2006/6/9 2006/9/25 2006/10/13 3月31日 認証済み

113
特定非営利活動法人エリアサ
ポート機構

トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
リアサポートキコウ

中嶋　貞美
田川市香春町大字香春１２２
７－９

香春町

この法人は、活力ある町づくりのために
様々なイベント企画の運営などの事業
を通じ地域の人々と交流の和を深める
と共に道路、河川、公園の清掃活動や
植樹活動を行うことで地域社会へ貢献
し新たなる雇用の創生を図り経済の発
展と地域住民の福祉向上を目的とす
る。

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

１．地域づくりのイベント企画運営事業
２．公的施設の清掃および植樹事業
３．実習や講座を通じた職業能力開発事業
４．中高齢者に対する生きがいづくりの支援
事業
５．上記１～４に係る情報提供事業
６．指定管理者制度に基づく前条各号に関連
する施設の管理運営受託事業

１．民間施設の維持管理業務の
受託事業
２．物品販売事業
３．建設業

○ ○ ○ ○ ○ 2006/6/15 2006/9/26 2006/10/5 9月30日 認証済み

114
特定非営利活動法人ペット情
報局ふくおか

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ペットジョウホウキョクフクオカ

森　顕
大野城市月の浦１丁目５番３
１号

大野城市

この法人は、広く福岡県民に対してペッ
トと人が共生できる環境づくりの為の情
報の収集・提供ならびに交流の場を提
供することにより、「人とペットとのふれ
あい」によって生命の尊さを学び、ま
た、自らの「からだ」や「こころ」を癒すこ
とにより、どうぶつに対する「いじめや
虐待」を撲滅し、子供の健全育成とまち
づくりの増進に寄与することを目的とす

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．環境の保全を図る活動 
３．子どもの健全育成を図る活動

１．人とペットの共生支援の為の情報発信事
業
２．人とペットのよりよい環境作りの為の啓蒙
活動
３．子供たちに動物とのふれあいの場を提供
する事業

○ ○ ○ 2006/6/29 2006/10/6 2006/10/19 3月31日 認証済み

115
特定非営利活動法人ふるさと
回帰支援センター飯塚

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
ルサトカイキシエンセンターイイヅ
カ

秋元　正幸 飯塚市川津９５番地１３１ 飯塚市

この法人は、川津を中心とした飯塚市
一円の住民に対して、住民参加型のま
ちづくりに関する提言をし、住民と共同
した事業を行う。 
　それにより人を魅きつけることができ
る住み良いまちを創り住民の生活を豊
かにするとともに、観光客等他の地域
から訪れる人々を増やし飯塚経済の発
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．経済活動の活性化を図る活動

１．魅力あるまちづくりや地域全体の経済活
性化に関する企画及び普及啓発事業
２．まちづくりに関する政策の立案、提言を行
う事業
３．地域住民との研究交流会、イベントを行う
事業

○ ○ 2006/7/5 2006/10/6 2006/11/7 3月31日 認証済み

116
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



117
特定非営利活動法人グロー
リー

トクテイヒエイリカツドウホウジング
ローリー

樋口　みつ江
久留米市荒木町今宮脇１３２
番地３

久留米市

この法人は、障がい者に対して、障害
福祉サービス事業等及び当事者の就
労や生活支援に関する事業等を行い、
自立と住みよい共生社会の実現に寄
与することを目的とする。

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

１．障害者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業
２．障害者総合支援法に基づく一般相談支援
事業
３．障害者総合支援法に基づく特定相談支援
事業
４．児童福祉法に基づく児童相談支援事業
５．障がい者に対する福祉作業所の運営事
業
６．障がい者の社会参加を支援する施設の
運営と設置事業
７．障がい者の福祉向上を図る団体及び障
がい者の家族に対する支援事業
８．障がい者の余暇活動支援事業
９．障がい者の社会活動と就労を図る支援事
業
１０．障がい者の地域における自立生活を支
援する事業
１１．障がい者と地域住民との交流イベント事
業

○ ○ ○ 2006/8/31 2006/12/13 2006/12/18 3月31日 認証済み

118
特定非営利活動法人上陽ライ
フネットワーク

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ジョウヨウライフネットワーク

小川　健之
八女市上陽町北川内１２３番
地１

八女市

この法人は、高齢者や障害者等に対し
て日常生活の支援に関する事業や、そ
の自立や社会参加を促進する事業等
をおこなうことにより、住民参加と協働
による地域づくりを進め、もってこの地
域の地域福祉の推進に寄与することを

１．保健、医療、または福祉の増進を
図る活動
２．まちづくりの推進を図る活動

１．高齢者や障害者等の生活支援に関する
事業
２．高齢者や障害者等の生きがいづくり支援
事業

○ ○ 2006/9/19 2006/12/21 2006/12/27 3月31日 認証済み

119
特定非営利活動法人コミュニ
ティライフサポート福岡

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ミュニティライフサポートフクオカ

富岡　克行 大野城市中央１丁目２番１号 大野城市

この法人は、介護や日常生活の支援が
必要となった高齢者や地域住民に対し
て、在宅で２４時間３６５日安心して日常
生活が送れるように、必要なサービス
が切れ目なく提供できることを目的とし
た小規模・多機能サービス事業を行
い、高齢者や地域住民が自由に自己
決定できる尊厳ある生活が営めるよう
にすること、また地域での福祉の増進
を担う人材を育成することや医療・福
祉・介護についての講演会や地域交流
イベントを企画開催し、医療・福祉・介
護に関する知識の習得・向上を促進す
ることで、住みやすいまちづくりの構築
を支援し、広く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．まちづくりの推進を図る活動

１．介護保険法に基づく訪問介護事業及び介
護予防訪問介護事業
２．介護保険法に基づく夜間対応型訪問介護
事業
３．介護保険法に基づく認知症対応型通所介
護事業及び介護予防認知症対応型通所介
護事業
４．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
５．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
６．医療・福祉・介護に係る人材教育及び地
域交流事業
７．医療・福祉・介護に係る調査研究、情報収
集及び提供、相談事業
８．医療・福祉・介護に係る会報及び出版物

○ ○ 2006/10/3 2007/1/17 2007/1/24 3月31日 認証済み

120
特定非営利活動法人里山宮の
森

トクテイヒエイリカツドウホウジンサ
トヤマミヤノモリ

手嶋　久繁
遠賀郡岡垣町東高倉２丁目
７番２号

岡垣町

この法人は、広く地域住民に対して、里
山の環境整備や通学路等の安全確保
のための活動を行うことで地域の交流
と親睦を図るとともに、安全で安心して
住める豊かな地域社会を創出し、地域
の活性化と環境保全の実現に寄与す
ることを目的とする。この目的を達成す
るため、作業はすべて自発的公共奉仕
（ボランティア活動）の精神で相互の助
け合いにより成立し継続して行うものと

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

１．宮の森公園を中心にした里山の環境整備
事業
２．河川の清掃・整備事業
３．県道・それに通じる町道・通学路の清掃事
業
４．地域住民及び通学路等の安全確保のた
めの防犯活動事業
５．環境保全のための啓発事業
６．まちづくりの推進のための情報提供 
７．地域住民の交流と生きがいづくり事業

○ ○ ○ 2006/10/12 2007/1/17 2007/1/26 3月31日 認証済み

121
特定非営利活動法人共同作業
所さくらんぼ

トクテイヒエイリカツドウホウジン
キョウドウサギョウショサクランボ

熊本　幸成
久留米市田主丸町田主丸７
５１番地１

久留米市

この法人は、心身障害者を中心に広く
障害者に対して、地域における自立生
活と社会参加の支援に関する事業を行
い、障害者福祉の増進及び障害者が
安心して暮らせるまちづくりの実現に寄
与することを目的とする。

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

１．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業 
２．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく地域生活
支援事業の受託
３．障害者に対する共同作業所の運営事業
４．障害者に対する相談事業
５．障害者と地域住民との交流イベント事業
６．障害者・支援者・関係機関のネットワーク
形成事業
７．障害者の余暇活動及び社会活動に対す
る支援事業
８．障害者の福祉向上に関する啓発広報事

○ ○ ○ 2006/11/7 2007/2/16 2007/3/2 3月31日 認証済み

122 NPO法人清風の里
エヌピーオーホウジンセイフウノサ
ト

丸山　将司 飯塚市八木山２２番地１号 飯塚市 飯塚市忠隈２７６番地１１号

この法人は、地域住民に対して、地域
の安全や環境保全に関する事業や社
会的弱者に対する就労支援事業等を
行い、全ての地域住民が安全で住みや
すい地域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．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．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

１．子どもの安全及び地域防災に関する事業
２．樹木、草花等の栽培、植栽に関する緑化
事業
３．木造家屋廃材の有効利用事業
４．地域史跡文化の探索・保全事業
５．河川の生態系・野鳥の保護事業
６．地域の安全に関する啓発・提言事業
７．高齢者、若年者等の社会的弱者の雇用
促進及び就労支援事業

物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ 2006/11/22 2007/3/7 2007/3/14 3月31日 認証済み

123
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

124 ＮＰＯ法人スリーライク エヌピーオーホウジンスリーライク 山本　美加 朝倉市甘木１１６番地２ 朝倉市

この法人は、チャレンジショップを運営
することで、子供たちに就業体験の場
を提供し、実践販売活動を行うもので
ある。この活動を通し、子供たちの経営
管理的能力の向上や地域経済の活性
化を推進し、また、地域ボランティア活
動も含めた子供と地域住民との交流事
業を行うことで、街づくりの推進を図っ

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．子どもの健全育成を図る活動 
３．経済活動の活性化を図る活動 
４．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．チャレンジショップ（ビジネス体験や金銭
教育を行う施設）の運営事業
２．子どもと地域住民との交流促進事業
３．まちの活性化や就業体験に関する情報提
供ならびに相談事業

○ ○ ○ ○ 2006/11/30 2007/3/14 2007/4/3 3月31日 認証済み

125
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

126
特定非営利活動法人久留米市
介護福祉サービス事業者協議
会

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
ルメシカイゴフクシサービスジギョ
ウシャキョウギカイ

重永　啓輔 久留米市日吉町１１５番地 久留米市

この法人は、介護・福祉に関わる人々
に対して、技術の研鑽や質の向上に関
する事業を行い、社会福祉サービスを
充実させ、住みよい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

１．介護福祉サービスに関する研修・研究事
業
２．介護福祉サービスに関する助言・提言及
び第三者評価事業

○ ○ 2007/1/16 2007/4/26 2007/5/15 3月31日 認証済み

127
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

128
特定非営利活動法人障害者在
宅就労支援ネットワーク福岡

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ショウガイシャザイタクシュウロウ
シエンネットワークフクオカ

高山　信武
久留米市梅満町１３０８番地
１

久留米市

この法人は、在宅就労や就職を求める
障害者に対して、就労機会の提供や職
業能力開発講座の開催などに関する
事業を行い、ＩＴを利用した専門的な技
能・知識・情報を提供することで、障害
者の社会参加と自立を支援し、もって
雇用機会の拡充及び情報化社会の発
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．情報化社会の発展を図る活動 
５．経済活動の活性化を図る活動 
６．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

１．障害者に対するＩＴを利用した就労機会の
提供事業
２．障害者に対する職業能力開発講座の開
催事業
３．障害者に対する各種相談、助言に関する
事業
４．障害者と地域住民との交流イベントに関
する事業
５．障害者の雇用促進に関する啓発事業

１．コンピュータ用ソフトウェアの
開発及び販売事業
２．コンピュータシステムの操作
及び教育訓練に関する事業 
３．コンピュータシステムの販売、
設置、管理に関する事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2007/2/6 2007/5/9 2007/6/1 3月31日 認証済み

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

相良　五郎
嘉穂郡桂川町大字吉隈１１４
３番地

桂川町
飯塚市大字幸袋７８１番地の
６４

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

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

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

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

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

130
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

131 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

132
特定非営利活動法人ふくおか
ウェブサービス

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クオカウェブサービス

安河内　竹志 福津市星ヶ丘17番20号 福津市

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

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．災害救援活動
３．子どもの健全育成を図る活動
４．情報化社会の発展を図る活動
５．経済活動の活性化を図る活動
６．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
７．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．災害支援、高齢者、障がい者等の支援の
為にインターネット利用技術を活用したソフト
の開発及び運用事業
２．インターネット利用技術に関する情報発
信、及び普及事業
３．子ども向け自然体験ツアーなどのイベン
ト、セミナー開催及び協力
４．第３条の目的を達成するために必要な指
定管理者制度に係る施設の管理運営受託事
業

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

133
特定非営利活動法人いとしま
児童クラブ

トクテイヒエイリカツドウホウジンイ
トシマジドウクラブ

諏訪　英俊
糸島市前原東三丁目８番１７
号

糸島市

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

１．子どもの健全育成を図る活動 
２．男女共同参画社会の形成を図る活
動
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．社会教育の推進を図る活動 
５．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

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

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



134
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

135
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

136
特定非営利活動法人太宰府障
害者団体協議会

トクテイヒエイリカツドウホウジンダ
ザイフショウガイシャダンタイキョ
ウギカイ

森口　忠彦
太宰府市大字通古賀１９７番
地の３

太宰府市

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

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

（１）障害児者および高齢者の自立生活、社
会参加、就学、就労に関する支援事業
（２）障害児者および高齢者の権利を守る事
業
（３）福祉に関する相談（ピアカウンセリングを
含む）事業
（４）福祉に関する情報、資料の収集、調査、
提供事業
（５）在宅福祉サービス（精神障害者のホーム
ヘルプを含む） 
（６）福祉用具の回収、補修、再利用をはかる
事業
（７）障害児者及び高齢者の制作に関する提
言事業
（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障害福祉
サービス事業
（１０）障害者総合支援法に基づく地域生活支
援事業の受託
（１１）福祉に関する人材育成事業

○ ○ ○ 2007/10/28 2008/1/30 2008/2/5 3月31日 認証済み

137
特定非営利活動法人遠賀川の
水辺環境を考える会

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

井上　和洋 直方市日吉町１０番３６号 直方市

この法人は、遠賀川流域周辺地域社会
に対して、水辺環境保全あるいは再生
に関する活動の普及啓発事業を行い、
水辺の環境向上について具体的提案
ができる知識と行動力を伴う子どもたち
を育むことと、遠賀川周辺地域のまち
づくりのために寄与することを目的とす
る。

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

１．水辺環境保全に関する啓発事業 
２．水辺環境教育に関する協力事業 
３．水辺環境の歴史・文化・生態系改善に関
する広報事業
４．国、自治体、他団体が主催する水辺環境
保全に関する各種催しへの協力事業
５．その他本会の目的達成に必要な活動

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

138
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

139
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

140 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

141
特定非営利活動法人子育てな
かま

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ソダテナカマ

川口　克代
直方市大字植木１５３番地１
１２

直方市

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

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

１．子育てに関する支援及び人材育成事業
２．子育て支援施設の運営及び管理事業
３．子育てに関する情報収集、啓発及び施策
提言事業
４．子育て支援に関する事業の企画及び製
作、運営事業

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

142
ＮＰＯ法人大川市コミュニティ協
議会

エヌピーオーホウジンオオカワシコ
ミュニティキョウギカイ

中村　信嘉
大川市大字向島１８５５番地
の２

大川市

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

この法人は、大川市の地域住民に対し
て、自主的・自発的なコミュニティ活動
の中から、市民が相互理解と親睦を深
め、人間性豊かな、明るい地域社会の
実現を図るための情報と交流の場所を
提供するための事業などを行うととも
に、併せて災害時の緊急支援を行うこ
とで、大川市民のコミュニティ活動づくり
に寄与することを目的とする。

１．社会教育の推進を図る活動 
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
４．環境の保全を図る活動 
５．災害救援活動
６．以上の活動を行う団体の運営また
は活動に関する連絡、助言又は援助
の活動

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

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

143
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

144
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

145
ＮＰＯ法人福岡療育支援セン
ターいちばん星

エヌピーオーホウジンフクオカリョ
ウイクシエンセンターイチバンボシ

堤　孝子
糟屋郡新宮町大字上府８８９
番地６

新宮町

この法人は、在宅の障害児・者および
高齢者とその家族に対して、安心して
在宅生活・地域生活・社会生活が送れ
るよう、一人ひとりのニーズに合わせた
支援に関する事業を行い、障害のある
人もない人もすべての人々が、健やか
に暮らせる地域社会つくりと福祉の増
進に寄与することを目的とする。

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

１．障害者自立支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業
２．障害者自立支援法に基づく相談支援事業
３．障害者自立支援法に基づく地域生活支援
事業の受託事業
４．健康保険法に基づく訪問看護事業
５．介護保険法に基づく訪問看護事業及び介
護予防訪問看護事業
６．介護保険法に基づく福祉用具貸与事業及
び介護予防福祉用具貸与事業
７．介護保険法に基づく特定福祉用具販売事
業及び特定介護予防福祉用具販売事業
８．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
９．保健・福祉・介護に関わる教育研修事業

１．物品販売事業
２．保険代理店事業

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

146
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

147
特定非営利活動法人こだまの
会

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ダマノカイ

山見　嘉昭 宮若市本城４２８番地１ 宮若市

この法人は、障がいを抱える子ども
（者）に対して、地域における自立生活
と社会参加の支援に関する事業を行
い、障がい者福祉の増進及び障がい者
が安心して暮らせる街づくりの実現に
寄与することを目的とする。

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

１．障がい者の地域における自立生活を支援
する事業
２．障がい者の社会復帰を支援する施設の
運営事業
３．障がい者の社会活動と就労を図る支援事
業
４．障がい者に関する啓蒙広報などの事業
５．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく地域活動

○ ○ ○ 2008/5/13 2008/8/29 2008/9/4 3月31日 認証済み

148 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

149
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

150 特定非営利活動法人輪
トクテイヒエイリカツドウホウジンリ
ン

淺川　龍憲
筑後市大字羽犬塚２９９番地
１

筑後市

この法人は、障害者や高齢者に対し
て、障害者自立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
業や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及びそれ
に係る相談事業等を行い、自立と住み
よい共生社会の実現に寄与することを
目的とする。

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

１．障害者自立支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業
２．障害者自立支援法に基づく地域生活支援
事業の受託
３．介護保険法に基づく通所介護事業及び介
護予防通所介護事業
４．障害者や高齢者の福祉向上に係る啓発
及び情報提供事業

１．食品販売事業
２．物品販売事業

○ ○ ○ 2008/8/19 2008/11/14 2008/12/12 3月31日 認証済み

151
特定非営利活動法人ふるさと
黒木応援会

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
ルサトクロギオウエンカイ

井手　毅
八女市黒木町田本１８５番地
２

八女市

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

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

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

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



152
特定非営利活動法人いとひと
ねっと

トクテイヒエイリカツドウホウジンイ
トヒトネット

桑野　陽子
糸島市前原東一丁目８－４０
－８０２号

糸島市

この法人は、子育ちや子育ての支援を
地域社会全体で支え、関わる人々がつ
ながり助け合うことで、子どもの成長と
共にふるさとの社会環境も豊かに育つ
ことをめざす。また、糸島の美しい自然
や豊かな食を次の世代につなげるため
に人のネットワークを構築して多世代に
渡る経験や知恵を活かしたこころ豊か
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事業
２．まちづくりの推進を図る事業 
３．子どもの健全育成を図る事業

１．子育て支援事業
２．子どもの未来と環境をまもるための事業 
３．まちづくりに関する企画・運営事業 
４．地域や人のネットワークに係る居場所づく
り事業
５．食育・健康増進と食生活アドバイス事業
６．子育て支援や地域社会全般に関する調
査・研究・情報提供事業
７．地域や他団体また行政との連携・協働事
業

○ ○ ○ 2008/10/1 2009/1/9 2009/1/27 3月31日 認証済み

153 ＮＰＯ法人地域おたすけ隊
エヌピーオーホウジンチイキオタス
ケタイ

掛橋　香名子 田川郡川崎町大字田原８１８ 川崎町

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

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

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

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

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

糸島市

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

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

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

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

155 NPO法人ハートスタッシオン
エヌピーオーホウジンハートスタッ
シオン

藤本　蔦枝
福岡市城南区片江５丁目１
番４５号

福岡市城南区
糸島市波多江駅北２丁目１２
番１号

この法人は、社会全般に対して、一人
一人が自由で健やかな生活を営むた
め、人と関わり繋がっている場をつく
り、グループワークや教育、研修、就労
支援、メンタルヘルスの支援で、自己成
長と真に自立（律）した人の育成と、関
わる人びとの触れ合い交流を促進する
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．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．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
５．環境の保全を図る活動

１．心身の健康づくりのための、カウンセリン
グ、セミナー、の開催
２．人間関係の関わりや、自己成長のための
グループワークショップ、セミナー、とグルー
プリーダー（ファシリテーター）育成事業
３．心が疲れたとき、休養できる場（リフレッ
シュ・ホーム）の提供と運営
４．就職活動や就職後、就労している人々へ
のキャリアカウンセリング及び研修 
５．企業に対する精神衛生及び労務管理に
関する研修と運営（メンタルヘルスケア・ハラ
スメントのセミナー・カウンセリングなど） 
６．就労支援場所の提供及び運営
７．人と関わるふれあい交流や、レクレーショ
ンの開催と運営
８．法人の事業を行うための調査研究と学
習、情報収集及び提供
９．農山村の休耕地の再生、及び竹林の再
生、保全活動

１．物品販売事業
２．広告掲載事業

○ ○ ○ ○ 2008/11/18 2009/2/24 2009/3/12 3月31日 認証済み

156
特定非営利活動法人しあわせ
ねっと

トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
アワセネット

松尾　幸子
みやま市瀬高町高柳２９７番
地３

みやま市

この法人は、介護が必要な高齢者等に
対して、介護保険法に基づく介護サー
ビスを行い、併せて今は介護や支援を
必要としない人々に対しても健康づくり
のための活動や情報提供に関する事
業や家事援助を行い、誰もが最期まで
自分らしく生きていけるような地域福祉
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活動

１．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
２．介護保険法に基づく訪問介護事業及び介
護予防訪問介護及び第１号訪問事業
３．介護保険法に基づく通所介護事業及び介
護予防通所介護及び第１号通所事業
４．健康づくりのための活動や情報提供を行
う事業
５．利用者を限定しないデイサービス（一時預
かり）事業
６．利用者を限定しない日常生活を支援する
家事援助サービス事業
７．有料老人ホーム設置・運営に関する事業
８．第３条の目的を達成するための情報提供
事業

１．物品販売事業 ○ ○ 2008/11/30 2009/3/3 2009/3/12 3月31日 認証済み

157
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

158
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

159 ＮＰＯｂｏｉｓｏｏｎ エヌピーオーボイソーン 中村　博美 嘉麻市上山田１３５９番地１ 嘉麻市

この法人は障害者に対して、就労支援
事業と障害者総合支援法に基づく障害
福祉サービス事業を提供して、障害者
が自立した生活を送るための経済的基
盤づくりと地域で生活するために必要
な支援を行う。又、地域に対しては障害
者への理解を深める取り組みを通し
て、地域福祉の向上に努め、福祉の増
進と全ての人々が健やかに暮らせる地
域社会づくりに寄与することを目的にす

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

１．障害者の日常生活支援事業
２．障害者の就労支援事業
３．障害者による授産事業
４．障害者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業

○ ○ ○ 2008/12/18 2009/3/25 2009/4/3 3月31日 認証済み

160
特定非営利活動法人新宮みど
りの会

トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
ングウミドリノカイ

山田　哲也
糟屋郡新宮町新宮東五丁目
７番３２号

新宮町

この法人は、学校及び幼稚園・保育所
などの施設に対して、芝生などによる
緑化を推進するための総合的な企画、
調査及び設計や事業を行い、また防犯
パトロール活動などを通じて地域住民
の安全の確保や被害の未然防止等に
努め加えて広報活動や自治体、学校な
どの行政機関等への働きかけ、研修会
の開催を通じて悩みや問題を抱える児
童・生徒及び保護者への適切な対応や
児童・生徒の自立支援や社会参加の実
現を目指すとともに、学校、自治体、警
察等の関係者や地域住民などと連携
し、生活・教育環境などの充実や向上
を図ることにより社会教育や安全安心
なまちづくりの推進、環境の保全、こど
もの健全育成等の公益の増進に寄与

１．子供の健全育成を図る活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．社会教育の推進を図る活動
４．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
５．環境の保全を図る活動 
６．地域安全活動

１．緑化事業、特に芝生に関する資料の収集
及び調査研究
２．学校及び幼稚園・保育所などの施設の緑
化、特に芝生化に関する実施事業 
３．特別支援学級の児童・生徒に係る教育環
境の向上及び就労支援の調査・研究並びに
保護者の意識啓発に関する活動 
４．防犯活動支援事業
５．その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

１．物品販売事業
２．広告掲載事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2009/1/28 2009/4/22 2009/5/13 3月31日 認証済み

161
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

162
特定非営利活動法人星野村里
山ツーリズム協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンホ
シノムラサトヤマツーリズムキョウ
カイ

足達　透 八女市星野村２４００番地 八女市

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

１．まちづくりの推進をはかる活動 
２．環境の保全をはかる活動 
３．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言また
は援助の活動

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

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

163
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

164
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

165
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

166
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

167
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



168 特定非営利活動法人天空
トクテイヒエイリカツドウホウジンテ
ンクウ

馬締　百合子 小郡市小郡１６８３番地１ 小郡市

この法人は、障害者等が地域社会に積
極的に参加し、その能力に応じた社会
的役割を担う活動ができるよう支援す
る事業を行うことにより、全ての人が自
分らしく生きることのよろこびを持ち、安
心して暮らすことができる福祉社会づく
りに寄与することを目的とする。

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

１．障害者自立支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業
２．障害者自立支援法に基づく地域生活支援
事業の受託
３．障害者共同作業所の運営事業
４．障害者等の健康と生きがいづくり支援事
業
５．地域の清掃活動事業

１．バザー、その他の物品販売事
業

○ ○ ○ 2009/5/26 2009/9/3 2009/9/18 3月31日 認証済み

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

樋口　千惠子
久留米市上津一丁目２３－１
０

久留米市

この法人は、がん・慢性疾患の終末
期、難病等の在宅療養の方に対して、
その方らしく、安心・安全な環境で生を
全うできるよう家族や地域の方々、か
かりつけ医、関係各機関と連携をとり、
本人が望むところで生き抜けるよう支
援する。もって、命の主体者であるご本
人の生命への尊厳あるケアをめざし、
同時に在宅医療・看護・介護の地域連
携及び地域包括ケアシステムの構築に
寄与することを目的とする。

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

１．健康増進と病気の予防、リハビリテーショ
ンに寄与する事業 
２．在宅ホスピス支援センター事業
３．介護保険法に基づく訪問看護事業及び介
護予防訪問看護事業
４．介護保険法に基づく訪問介護事業
５．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
６．啓発及び情報収集、情報発信、研究、講
演活動等事業
７．介護員養成研修事業
８．看護小規模多機能型居宅介護事業
９．ホームホスピス事業
１０．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業
１１．介護保険法に基づく第一号訪問事業
１２．その他この法人の目的を達成するため
に必要な事業

１．役務の提供
２．物品の販売、斡旋

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

170
特定非営利活動法人くるめ日
曜市の会

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
ルメニチヨウイチノカイ

若江　皇絵
久留米市津福本町３２２番地
１

久留米市

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

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．環境の保全を図る活動 
３．情報化社会の発展を図る活動 
４．経済活動の活性化を図る活動 
５．消費者の保護を図る活動 
６．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．くるめ日曜市の開催に係る事業 
２．地域活性化のためのイベント、セミナー開
催等の情報提供事業
３．グリーン、ブルーツーリズムに関する事業 
４．第３条の目的を達成するために必要な指
定管理者制度に係る施設の管理運営受託事
業

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

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

関岡　千愛 太宰府市大佐野２５０番地 太宰府市

この法人は家庭、学校、地域の方々を
中心に食生活の問題の改善を考える
人たちに対して、食教育に関する事業
を行い、もって地域全体の食育、健全
育成を図ることを目的とする。

１．社会教育の推進を図る活動 
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．子どもの健全育成を図る活動 
４．消費者の保護を図る活動 
５．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．食育の普及事業
２．食育教育に関わる人材の育成事業
３．食育教育の実践と調査・研究事業
４．その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

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

172
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

173
特定非営利活動法人辺春地域
振興会議

トクテイヒエイリカツドウホウジンヘ
バルチイキシンコウカイギ

堤　裕介
八女市立花町上辺春９６１番
地

八女市

この法人は、地域の活性化と若者の定
住化による人口減少に歯止めをかけ、
地域住民が安心して暮らせる地域を作
るため、経済活動を活性化させ、住民
の医療・福祉の増進を図り、住民の文
化的交流を図り、更に住民の安全のた
めの事業を行い、住民の生活向上に寄
与することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．環境の保全を図る活動
４．災害救援活動
５．地域安全活動
６．子どもの健全育成を図る活動
７．経済活動の活性化を図る活動
８．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．医療機関又は老人福祉施設の誘致推進
事業
２．河川管理道路（児童生徒通学路・緊急道
路）の整備
３．子供の健全育成を図る団体の支援事業
４．放棄竹林の解消を図る各種事業 
５．通学路の児童・生徒の防犯に関する事業 
６．農作物を有害鳥獣から防ぐための事業 
７．若者の定住を諮るための企業誘致推進
事業
８．農作物の特産品開発推進と販売促進事
業
９．住民の健康増進を図るイベント開催事業 
１０．老人尊敬のためのイベント開催事業

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

174
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

175
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

176 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

177
ＮＰＯ法人安心生活ネット南ヶ
丘

エヌピーオーホウジンアンシンセイ
カツネットミナミガオカ

平田　敏雄
大野城市南ヶ丘３丁目７番２
１号

大野城市
大野城市南ヶ丘７丁目４番１０
号

この法人は、地域の高齢者及び障がい
者に対して日常生活の補助、支援に関
する事業を行い、住み慣れた土地に安
心して住み続けられる町づくりを目的と
する。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．地域安全活動

１．高齢者や障がい者のためのハウスメンテ
ナンス事業
２．高齢者や障がい者に対する家事支援事
業
３．高齢者や障がい者に対する日常生活相
談事業
４．公民館及び地域全体取組活動への支援

○ ○ 2009/8/27 2009/11/13 2009/12/1 5月31日 認証済み

178
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

179
特定非営利活動法人エシカル
ジャパン

トクテイヒエイリカツドウホウジンエ
シカルジャパン

高橋　義和
北九州市八幡西区星和町１
３番３２号

北九州市八幡西区 直方市大字植木１１８０番地７

この法人は、地域で暮らす人々に対し
て、生涯を通じて文化的な生活が送れ
るよう、また誇りをもって地域で生きて
いくことができるように支援する事業を
行ない、活力ある地域社会の実現に寄
与することを目的とする。

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

１．社会人のための生涯学習事業（ふるさと
大学の運営等）
２．地域活性化事業（ホームページで地域の
紹介等）
３．地域と自然の景観の保護及び啓発事業

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

180
特定非営利活動法人鞍手町ボ
ランティア連絡協議会

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

後藤　幸雄
鞍手郡鞍手町大字新延４１４
番地の１鞍手町総合福祉セ
ンター内

鞍手町

この法人は、地域住民が誰もが安全で
安心して、その人らしく地域で生活でき
るようにボランティア活動の福祉・環境・
教育等様々な分野の事業を行い、ボラ
ンティアグループ（個人）及び関係団
体・企業・行政とのパートナーシップを
築きながら協働で豊かで活力あふれる
住みよい「まちづくり」の実現に寄与す
ることを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．環境の保全を図る活動
４．災害救援活動
５．子どもの健全育成を図る活動
６．職業能力の開発を雇用機会の拡充
を支援する活動 
７．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．地域福祉型福祉サービス事業
２．公園・道路等地域の環境美化事業
３．地域情報の提供及び地域住民の交流事
業
４．リサイクル活動推進事業
５．災害ボランティアセンター支援事業
６．学校支援ボランティア事業
７．雇用機会の拡充を目的とした指定管理者
業務受託事業
８．ボランティアグループ活動支援事業
９．まちづくりに関するイベントの企画・運営

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

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

181
特定非営利活動法人しらかわ
の会

トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
ラカワノカイ

猿渡　進平
大牟田市上白川町１丁目２４
６番地

大牟田市

この法人は、地域の高齢者及び障害者
に対して日常生活の補助・支援を行
い、又地域環境の保全及び安全活動
の充実と、子どもの健全育成を図り、地
域の活性化に寄与し、住み慣れた土地
に安心して住み続けられるまちづくりを
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．子どもの健全育成を図る活動

１．高齢者や障害者の日常生活相談及び家
事支援事業
２．地域の環境保全を図る事業
３．地域の安全を図る啓発事業
４．児童生徒の学校生活等の支援に関する
事業
５．自治体及び他団体が主催する前各号に

○ ○ ○ ○ 2009/11/26 2010/2/17 2010/2/25 3月31日 認証済み

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

篠崎　正美 朝倉市宮野１８０５番地１ 朝倉市

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

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

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

１．物品販売事業
２．物品の貸付事業
３．出版事業

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

183 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

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

段野　陽輔
那珂川市道善１丁目６０番地
１

那珂川市

この法人は、効率の良い会議・ミーティ
ング（以下「会議」という。）の手法を研
究しながら、ＮＰＯ・企業などの各種団
体に対して活動成果を広く提供する事
業を行うことで、会議運営の円滑化、及
び決定・行動する会議への質の転換を
図り、ひいては社会全体の活性化に寄
与することを目的とする。

１．社会教育の推進を図る活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．情報化社会の発展を図る活動 
４．特定非営利活動促進法の別表に
掲げる活動を行う団体の運営又は活
動に関する連絡、助言又は援助の活
動

１．会議運営プログラム・ノウハウの研究・開
発事業
２．会議運営者の育成事業
３．質の高い会議の普及を目的としたセミ
ナー開催、講演事業
４．会議運営ノウハウの助言、啓発、情報提
供事業
５．会議運営者の派遣事業
６．ＩＴを基盤とした会議運営ツールの提供事

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

185 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



186 特定非営利活動法人筑後一条
トクテイヒエイリカツドウホウジンチ
クゴイチジョウ

八山　直幸
筑後市大字一条１２７０番地
７

筑後市

本会は、福岡県筑後地域を中心に、障
害者および高齢者の職業能力の開発、
および雇用機会の拡充を支援すること
を第一義とし、地域の障害者および高
齢者福祉の増進、経済の振興、環境の
保全などにおいて、共に地域で助けあ
う共助体制を確立させ、安全で安心し
て暮らせる街づくりの推進に寄与し、広
く社会に貢献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．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
３．地域安全活動
４．まちづくりの推進を図る活動

１．介護保険法に基づく訪問介護事業および
介護予防訪問介護事業
２．介護保険法に基づく訪問入浴介護事業お
よび介護予防訪問入浴介護事業
３．介護保険法に基づく訪問看護事業および
介護予防訪問看護事業
４．その他福祉サービスの提供事業（高齢者
世帯への見回り訪問等）
５．障害者・高齢者への就業支援・職業斡旋
事業（軽作業、農業等）
６．地域住民の相互交流を深める事業
７．公共施設の管理運営事業
８．その他、第３条の目的を達成するために
必要な事業

○ ○ ○ ○ 2010/2/1 2010/4/28 2010/5/17 3月31日 認証済み

187 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

188
ＮＰＯ法人早米ヶ浦船主協議
会

エヌピーオーホウジンハヤメガウ
ラセンシュキョウギカイ

加藤　政憲 大牟田市高砂町６２ 大牟田市

この法人は、「大牟田市民及び大牟田
市内の漁港・河川」に対して、漁港・河
川の整備及び治安・清掃の維持管理事
業、又、生活相談窓口を設け、「高齢者
等に対し声かけ」の相談業務としもって
社会全体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．まちづくり推進を図る活動 
３．環境の保全を図る活動
４．災害救援活動
５．地域安全活動
６．情報化社会の発展を図る活動

１．「声かけ」などの生活相談窓口に関する事
業
２．漁港・河川を活用したまちづくりに関する
企画・提案事業
３．漁船・河川の見廻り及び整備・清掃活動
事業
４．泥棒・密航者・漂流漁船の捜索に対する
治安・災害救援のための監視活動及び関係
機関との協力事業
５．関係機関と連携し、災害情報等を市民に
情報提供する事業
６．情報誌等の法人の目的達成のための情

１．自動販売機の管理事業
２．物品販売事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2010/3/30 2010/7/15 2010/7/22 12月31日 認証済み

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

程　卓郎
糟屋郡篠栗町大字和田105
番地３

篠栗町

この法人は、自然体験活動を通じて、
野外・環境教育活動を普及するととも
に、その指導者の養成研修を通じて、
野外・環境教育活動の推進を図り、もっ
て心豊かでたくましい青少年の育成に
寄与することを目的とする。

１．社会教育の推進を図る活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．環境の保全を図る活動
４．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
５．子どもの健全育成を図る活動

１．青少年及びその保護者に対する野外・環
境教育プログラムの開発、普及、およびその
機会の提供事業
２．青少年の野外・環境教育に関する指導者
の養成事業
３．青少年の野外・環境教育活動に関する調
査研究事業
４．青少年の野外・環境教育活動に関する情
報提供事業
５．青少年教育施設の管理運営事業

１．物品販売事業
２．広告掲載事業

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

190
ＮＰＯ法人ふくおか福祉とびう
め会

エヌピーオーホウジンフクオカフク
シトビウメカイ

福本　慎吾
太宰府市五条１丁目２番２９
号

太宰府市

この法人は、障害者に対して、地域で
自立した生活を営んでいく為に必要な
事業を行い、福祉の増進を図り、社会
全体の利益の増進に寄与する事を目
的とする。

１．保健、医療又は福祉の推進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．情報化社会の発展を図る活動
４．経済活動の活性化を図る活動
５．まちづくりの推進を図る活動 
６．職業能力の開発、又は雇用機会の
拡充を支援する活動
７．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業 
２．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく特定相談
支援事業
３．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく地域生活
支援事業
４．児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
５．児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
６．児童福祉法に基づく障害児入所支援事業
７．介護保険法に基づく居宅サービス事業
８．介護保険法に基づく地域密着型サービス
事業
９．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
１０．介護保険法に基づく施設サービス事業
１１．介護保険法に基づく介護予防訪問介護
又は第１号訪問事業
１２．介護保険法に基づく介護予防通所介護
又は第１号通所事業
１３．サービス付高齢者向け住宅の設置・運
営
１４．介護付き有料老人ホーム並びに住宅型
有料老人ホームの設置・運営
１５．介護用品、福祉用具のリサイクル及び
製造並びに販売
１６．医療機器の仕入れ及び販売
１７．障害福祉サービス事業、介護事業のフ
ランチャイズチェーン加盟店の募集及び指導 
１８．障害者に対する無認可作業所の運営事

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

191
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

192
特定非営利活動法人京都行橋
ヒューマンライツ

トクテイヒエイリカツドウホウジンミ
ヤコユクハシヒューマンライツ

松下　忠夫 行橋市西宮市５丁目５番１号 行橋市

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

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

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

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

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

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

みやこ町

この法人は、障がい者及びその家族、
並びに地域住民に対して、自立と社会
参加、生活支援、権利の擁護に関する
事業と創造的なネットワークのシステム
を作る事業を行い、福祉の増進に寄与
することを目的とする。

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

１．障害者自立支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業
２．障がい者に対する授産施設の運営事業
３．グループホームの紹介・斡旋事業
４．障害を持つ人たちの生活支援・家族支援
事業
５．障がい者就労支援事業
６．上記に関する団体及び地域住民との交
流、イベントの開催、ものづくり事業 
７．その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

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

194
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

195 特定非営利活動法人わつなぎ
トクテイヒエイリカツドウホウジンワ
ツナギ

岸本　満文
築上郡吉富町大字幸子３９２
番地４

吉富町
築上郡吉富町大字幸子３９２
番地２

この法人は、地域の人々・全国・世界の
人々との連携を意識し、自然環境との
共生できる循環型社会に寄与しつつ、
子育ての環境づくり、しょうがい児（者）
の発達の保護と生きがい・居場所づくり
のための事業や、雇用確保のための条
件整備にかかわる事業を行う。同時
に、失業者の雇用確保のために農業、
林業、漁業、加工業、および「地産地
消」を軸とした産直型経済循環をになう
流通のための事業を行う。また、協働
する仲間の連帯と絆づくりにつとめ、
「人間が主人公」の社会に資する活動
を行い、社会全体の利益に寄与するこ
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．まちづくりの推進を図る活動 
３．職業能力の開発または雇用機会の
拡充を支援する活動
４．環境保全を図る活動 
５．社会教育の推進を図る活動 
６．経済活動の活性化を図る活動 
７．子どもの健全育成を図る活動

１．保育事業及び学童保育事業
２．しょうがい児（者）の居場所づくり、雇用機
会の拡充及び、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もと
づく障害福祉サービス事業
３．農産物の生産及び加工、農地の保全・維
持管理等の受託事業、及び流通事業
４．雇用拡大のための企画、提案、就労支援
活動、就労促進事業
５．地産地消に資する啓蒙、産直の情報交
換・流通事業
６．製パン・製菓子・惣菜・弁当などの製造及
び流通事業
７．林業に由来する事業の企画、提案、起業
の支援事業
８．漁業に由来する事業の企画、提案、起業
の支援事業
９．循環型地域社会の実現に資する企画、提
案、事業化の推進事業
１０．高齢者の生きがい、日常生活支援支援
事業
１１．子育て支援事業、社会参加を促進する
事業
１２．市民の交流や生きがい作りを目的とした
社会教育にかかわる事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2010/6/25 2010/9/29 2010/11/29 3月31日 定款変更認証申請中

196
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

197
特定非営利活動法人筑後良縁
会

トクテイヒエイリカツドウホウジンチ
クゴリョウエンカイ

河口　順一
みやま市瀬高町文廣1945番
地62瀬口ビル６０５号

みやま市

この法人は独身男女に対して巡り合い
の機会を作ることで結婚を促進する事
業を行い、少子高齢化対策に寄与する
ことを目的とする。

１．まちづくりの推進を図る活動

１．１対１のお見合いサポート事業
２．複数人数によるお見合いパーティ事業 
３．お見合いツアー事業 
４．お見合いのマナー指導

○ 2010/8/5 2010/11/12 2010/11/30 3月31日 認証済み

198
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

199 ＮＰＯ法人愛山会 エヌピーオーホウジンアイサンカイ 青木　謙次
朝倉郡筑前町朝日６６０番地
１８

筑前町

このＮＰＯ法人愛山会は、荒廃を辿る山
林等の、環境改善とその原因である、
山村過疎対策として、地域住民参加に
よる植林や、伐採、リサイクルに関する
事業を行うこととして、村興しや、環境
の保全に貢献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

１．広葉樹常緑樹の苗木育成及び提供、遊
休地植林事業
２．荒廃山林の伐採、植林事業
３．伐採木材、竹等のリサイクルに係る加工
及び販売事業
４．山林の環境改善に関する情報提供・情報
交換事業

○ ○ 2010/8/13 2010/11/15 2010/11/25 3月31日 認証済み

200
特定非営利活動法人古都大宰
府の風を育む会

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
トダザイフノカゼヲハグクムカイ

石橋　清美
太宰府市青山４丁目２６番２
号

太宰府市

この法人は、会員相互の協力により、
中立的立場で自然環境及び文化遺産
に関する保全、維持、研究、事業を行う
不特定多数のものに対して、それらの
活動の助成及び支援の事業を行う。自
然環境の健全化などを主体に地域社
会の雇用の創出及び環境資源の創出
に寄与することを目的とする。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．環境の保全を図る活動
３．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
４．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．環境保全・維持・開発に関わる補助制度
の活用と公共サービスの支援活動
２．環境保全・維持・開発に関わる提案・立案
活動を通じた雇用の創出活動事業
３．環境保全・維持・開発に関わる学会、シン
ポジューム、研究会、講演会、イベントの開
催若しくは開催の支援事業
４．環境保全・維持・開発に関わる活動の高
齢者の参加助成活動事業
５．環境保全・維持・開発に関わる海外機関と
の連携活動及び国内への連携情報
６．環境保全・維持・開発に関わる指導者、研
究者の育成事業
７．環境保全・維持・開発の改善装置、資材
の設計、製造、販売、改良、維持管理事業
８．環境保全・維持・開発に関わる受託実験、
調査事業
９．環境保全・維持・開発に関する啓発商品
の企画、製造、販売及びレンタル事業
１０．環境保全・維持・開発に関する大学等の
教育、研究機関、ＮＰＯ、企業及び個人の研
究開発活動の支援事業
１１．環境保全・維持・開発に関する改善装
置、資材及び実験、調査機材のリサイクル事
業
１２．環境保全・維持・開発に関する文化、伝
統技術の伝承及び啓発事業
１３．前各号の事業を実施するために必要な

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



201
特定非営利活動法人サンク
チュアリ・プロジェクト

トクテイヒエイリカツドウホウジンサ
ンクチュアリ・プロジェクト

椎原　春一
大牟田市大字三池９０７番地
１９

大牟田市

この法人は、市民や団体、企業や行政
などに対して、自然環境の保全と動物
福祉に関する教育、まちづくりの提案及
びネットワークの構築に関する事業を
行い、人と生き物が共に幸せに生活で
きる地域を実現することで社会全体の
利益に寄与することを目的とする。

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

１．人と生き物に関する調査事業
２．人と飼育動物の生活向上に関する事業
３．自然環境の保全と動物福祉に関する普
及・啓発事業
４．サンクチュアリ施設の設立事業

○ ○ ○ ○ 2004/7/2 2004/7/7 3月31日 認証済み

202
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

203
ＮＰＯ法人新創会　どげんか
しょうや！飯塚

エヌピーオーホウジンシンソウカイ
ドゲンカショウヤ！イイヅカ

安永　修吉 飯塚市弁分１２７番地７ 飯塚市

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

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

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

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

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

中原　一男 大牟田市汐屋町４番地１０ 大牟田市

この法人は、市民活動の豊かで健全な
発展と地域住民をはじめ広汎な市民各
層の参加による市民主体のまちづくり
を実現するため、市民活動団体の設
立、運営に関する相談や研修、地域活
性化に関する調査研究や政策提言、情
報提供、交流促進などの事業を人々の
善意とボランタリー精神をもって行い、
行政、企業、市民が参画しそれぞれの
責任を果たす市民社会の実現と市民公
益に寄与することを目的とする。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．前号に掲げる活動を行う団体の運
営または活動に関する連絡、助言また
は援助の活動

１．まちづくりに関するイベント等の企画、運
営活動
２．まちづくりに関する市民活動団体の人材
交流、促進事業
３．まちづくりに関する市民活動団体にかか
わる情報の普及啓発事業
４．まちづくりに関する市民活動団体への研
修事業

１．物品販売事業
２．広告掲載事業

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

205
特定非営利活動法人暮らしの
樹

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
ラシノキ

中原　満里子
久留米市合川町１１０６番地
４

久留米市

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

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．子どもの健全育成を図る活動
５．情報化社会の発展を図る活動 
６．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

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

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

206
特定非営利活動法人グリー
ン・ルネッサンス山田

トクテイヒエイリカツドウホウジング
リーン・ルネッサンスヤマダ

大門　環 嘉麻市上山田８６番地１２１ 嘉麻市

この法人は、地域住民と同じ目線に立
ち、環境保全、青少年健全育成、福祉
向上を基本とする活動を、地域住民が
主体となって行うことができる事業を行
うとともに、障がい者の福祉、高齢者の
福祉の向上を図る事業を行うことで、地
域福祉を推進、市民活動の活性化を進
め、心豊かな地域環境の醸成に寄与す
ることを目的とする。

１．環境の保全を図る活動
２．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.保健、医療又は福祉の増進を図る活
動

１．地域住民との協働による地域の環境美化
事業
２．地域住民との協働による自然体験・生活
体験・植栽体験を通じた青少年健全育成事
業
３．ごみ減量並びに省エネルギー推進に関す
る事業
４．環境教育の推進を図る事業 
５．休耕農地等の利活用事業
６，障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく指定障害
福祉サービス事業

１．物品販売事業 ○ ○ ○ 2010/10/29 2011/1/27 2011/2/14 5月31日 認証済み

207
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

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

久野　芳幸
遠賀郡芦屋町幸町８番Ａ－３
３号

芦屋町

この法人は、多くの市民に対して、地方
公共団体等に関わる不当な行為や不
正を厳しい目で監視し、厳然たる事実
を明るみにすることおよび地域活性化
を意識した催し等を行うことにより、健
全な市民生活および豊かなまちづくり
に寄与することを目的とする。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．地域安全活動
３．消費者の保護を図る活動
４．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営または活動に関する連絡、助言ま
たは援助の活動

１．地方公共団体等に対する情報公開請求
２．開示された情報の分析
３．監査委員等に対する監査請求
４．行政訴訟の提起及び支援
５．会員相互及び他団体等との情報交換・経
験交流及び共同研究
６．地域住民への講演会等啓発事業
７．まちづくり、地域活性化に関するイベント
の企画運営事業
８．その他、本会の目的を達成するために必
要な事業

１．物品販売事業
２．飲食事業

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

209
ＮＰＯ法人ウエルフェアだんだ
ん

エヌピーオーホウジンウエルフェア
ダンダン

財部　美佐子
糟屋郡志免町別府３丁目２
番２３号

志免町

この法人は、地域の高齢者に対する介
護保険法に基づく事業や、たとえ障が
いをもったとしても、住み慣れた我が
家、地域で暮らし続けるための支援を
行うと共に、誰もが安心して自分らしく
輝いて暮らしていける地域や社会の構
築をめざし、地域福祉の向上に寄与す
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．まちづくりの増進を図る活動 
３．地域安全活動
４．子供の健全育成を図る活動

１．介護保険法に基づく地域密着型通所介
護、及び介護予防通所型サービス事業 
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
４．高齢者、障がい者等の日常生活、就労等
についての支援に関する事業
５．地域世代間交流開放サロン等事業

１．バザー等による物品販売事業
２．広告掲載事業

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

210
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

211
特定非営利活動法人もやい結
び

トクテイヒエイリカツドウホウジンモ
ヤイムスビ

織間　修 飯塚市南尾３３７番地９ 飯塚市

この法人は、障害者及び高齢者や子供
達に対して、地域で自立した生活を営
んでいくために必要な事業を行い、福
祉の増進を図り、社会全体の利益の増
進に寄与することを目的とする。

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

１　障害者や高齢者の社会参加支援に関す
る調査・研究事業
２　障害者や高齢者の社会参加支援に関す
る教育事業
３　障害者や高齢者の社会参加支援モデル
の普及・啓発事業
４　障害者や高齢者の社会参加支援モデル
の実践事業
　①障害者支援施設の経営
　②障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業の実施
　③障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく地域生活
支援事業の実施
　④障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく特定相談
支援事業の実施
　⑤介護保険法に基づく居宅介護支援事業
及び介護予防支援事業、介護予防ケアマネ
ジメント事業
　⑥介護保険法に基づく訪問介護事業及び
介護予防日常生活支援総合事業における訪
問型サービス事業
　⑦介護保険法に基づく訪問入浴事業及び
介護予防訪問入浴事業
　⑧介護保険法に基づく訪問看護事業及び
介護予防訪問看護事業
　⑨介護保険法に基づく訪問リハビリテーショ
ン事業及び介護予防訪問リハビリテーション
事業

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

212
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

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

この法人は、福岡県内の住民に対し
て、魅力ある地域社会の実現のための
環境づくり活動や地域活性化に関わる
活動を行い、個性あふれる地域社会の
実現と安心して健やかに暮らせる地域
社会つくりに寄与することを目的とす
る。

（１）まちづくりの推進を図る活動 
（２）環境の保全を図る活動
（３）災害援助活動
（４）地域安全活動
（５）子供の健全育成を図る活動
（６）全各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言また
は援助の活動

（１）公園、造園、室内空間の装飾の企画設
計及び地域開発、環境整備に関する調査、
研究
（２）建物内外の保守管理警備清掃業務
（３）建物の調査、診断、改修工事の設計事
業の斡旋
（４）地域産業に関する商品の企画･立案並び
に生産・販売の斡旋事業
（５）地域の交流を目的とした各種イベント及
び催事の企画、製作、構成、運営事業
（６）河川･上下水道施設の研究開発･設計、
管理事業の斡旋
（７）災害時の復旧に伴う建築工事及び設備
工事の斡旋事業
（８）地域の中小企業のための市場調査、広
告宣伝に関する業務
（９）青色回転灯を装備した車両による防犯パ
トロール業務
（１０）防犯活動
（１１）その他この法人の目的を達成するため

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

214
特定非営利活動法人堀と自然
を守る会

トクテイヒエイリカツドウホウジンホ
リトシゼンヲマモルカイ

山口　佐利
福岡県三潴郡大木町八町牟
田２５５番１

大木町

この法人は、筑後地方に張り巡らされ
ている掘割地帯の地域住民及び行政
に対して、堀再生に関する啓発事業を
行い、住民と行政が協働して「堀再生
活動」を行うことを通して、美しく自然豊
かな環境を未来につなぐとともに、住民
の郷土愛を育みまちづくりに寄与するこ

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．子どもの健全育成を図る活動

１．堀再生の推進を図る事業
２．堀の環境保全、環境復元を図る事業
３．堀の生きものを守り育てる事業
４．堀を活用したまちづくり事業 
５．堀の環境保全に関する啓発事業
６．その他、この会の目的を達成するために
必要な事業

○ ○ ○ ○ 2011/5/31 2011/9/7 2011/9/21 3月31日 認証済み

215 特定非営利活動法人晴天人
トクテイヒエイリカツドウホウジンセ
イテンジン

福崎　雅之
福岡県古賀市花見東１丁目
１２番２０号

古賀市

この法人は、古賀市を中心に福津市、
宗像市、糟屋郡、福岡市東区を含め
た、福岡市と北九州市の中間に位置す
る地域に対し、各地域の人々との交流
を行える事業を行い、各地域の「まちづ
くり」や「地域振興」を通じ、地域全体の
「人の繋がり」や「情報の交流」を持てる
社会活動に寄与することを目的とする。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．情報化社会の発展を図る活動 
３．消費者の保護を図る活動 
４．環境の保全を図る活動

１．買い物難民救済事業
２．ふれあい市場（フリーマーケットなど）開催
事業
３．フリーｗｉｆｉスポット設置事業
４．地域緑化事業
５．講演会・講習会開催・運営事業
６．前条各号に掲げる活動を行う団体との連
携事業

○ ○ ○ ○ 2011/6/15 2011/9/13 2011/9/27 3月31日 認証済み

216
ＮＰＯ法人相続･遺言・後見Ｌｅｇ
ａｌ　Ｓｕｐｐｏｒｔ

エヌピーオーホウジンソウゾク・ユ
イゴン・コウケンリーガルサポート

佐竹　陽一
福岡県田川市大字夏吉１９４
番地３０４

田川市
福岡県飯塚市新飯塚６番６号
福岡県福岡市中央区舞鶴１
丁目９番３－３０３号

　この法人は、相続手続き及び遺言並
びに後見の問題解決を希望する一般
市民に対して相続及び遺言並びに後見
の知識の普及に関する活動、支援、相
談、情報提供に関する事業を行い、円
満で円滑な相続の実現を持って社会福
祉に寄与することを目的とする。

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（２）社会教育の推進を図る活動
（３）まちづくりの推進を図る活動 
（４）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相続、遺言、後見に関する講習会、セミ
ナーの開催等啓発活動
②相続、遺言、後見に関する相談会の開催
等の情報提供事業
③相続、遺言、後見に関する情報収集及び
情報提供等の広報事業
④その他、この法人の目的を達成するため
に必要な事業

○ ○ ○ 2011/6/21 2011/9/16 2011/9/28 3月31日 認証済み

217 ＮＰＯまほろばの郷 エヌピーオーマホロバノサト 中村　法稔
田川郡川崎町大字田原１３６
０番地の２

川崎町

この法人は、障害者自立支援法に基づ
く就労支援・障害者福祉サービスなど
の自立支援事業及び放課後学童に対
する学習、創作活動支援を行うことによ
り、全ての人々が安心して健やかに暮
らせる地域社会の形成に寄与すること
を目的とする。 

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

①障害者の日常生活支援及び就労移行支
援事業
②障害者自立支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業
③放課後学童の見守りと学習等の支援事業

○ ○ ○ 2011/6/30 2011/9/16 2011/10/5 3月31日 認証済み

218
NPO法人だざいふソーシャルク
リエイション

エヌピーオーホウジンダザイフソー
シャルクリエイション

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

太宰府市

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

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

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

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

219 NPO法人ぴーすふる絆
エヌピーオーホウジンピースフル
キズナ

山下　秀信
大牟田市八尻町３丁目２３番
地１

大牟田市

この法人は、広く一般市民に対して、地
域共生、食育、生活支援、里親支援、
人材育成に関する事業を行い、社会全
体の公益に寄与することを目的とする。

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

１．子どもと高齢者の共生促進事業
２．高齢者及び生活困窮者支援事業
３．里親支援事業
４．子育ての悩みに関する相談会の実施事
業
５．まちづくり及び環境保全に関する調査研
究及び推進事業
６．食育に関わる講演会事業
７．介護保険法に基づく居宅サービス事業
８．介護保険法に基づく介護予防サービス又
は第１号訪問事業及び第1号通所事業
９．介護保険法に基づく地域密着型サービス
事業
１０．介護保険法に基づく地域密着型介護予
防サービス事業 
１１．障害者総合支援法に基づく障害福祉
サービス事業 
１２．障害者総合支援法に基づく地域生活支
援事業
１３．障害者総合支援法に基づく相談支援事
業

１．バザー、その他物品販売に関
する事業

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



220 ＮＰＯ法人宮若の里
エヌピーオーホウジンミヤワカノサ
ト

髙橋　明
福岡県宮若市本城４２８番地
１

宮若市

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

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

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

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

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

坂本　一人 直方市大字中泉１０２１－３ 直方市

この法人は、障害者、高齢者及びその
家族、並びに地域住民に対して、自立
と社会参加、生活支援に関する事業を
行い、福祉の増進に寄与することを目
的とする。

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

１．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業
２．障害者に対する無認可作業所の運営事
業
３．グループホームの紹介・斡旋事業
４．障害を持つ人たち及び高齢者の生活支
援・家族支援事業
５．障害者及び高齢者就労支援事業
６．上記に関する団体及び地域住民との交
流、イベントの開催、ものづくり事業 
７．その他、この法人の目的を達成するため

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

222 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

223 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

224
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

225
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

226 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

227
ＮＰＯ法人ヒナモロコ郷づくりの
会

エヌピーオーホウジンヒナモロコサ
トヅクリノカイ

大石　敏
久留米市北野町大城７６番
地３

久留米市

この法人は、絶滅危惧種ヒナモロコの
飼育・増殖とその生息環境の保全に関
する事業を行い、生息地域の自然環境
の保全と地域づくりに寄与することを目
的とする。

１．環境の保全を図る活動 
２．まちづくりの推進を図る活動

１．ヒナモロコとその生息環境の保全に関す
る事業
２．ヒナモロコとその環境の啓発に関する事
業

○ ○ 2011/12/8 2012/3/8 2012/3/21 3月31日 認証済み

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

太宰府市

この法人は、医療や介護を必要とする
人々、その他の支援を必要とする人々
に対して、自立や発達に必要な事業を
行い、活き生きとした日々を過ごせる地
域づくりに寄与することを目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．経済活動の活性化を図る活動
４．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
５．以上の活動を行なう団体の運営又
は活動に関する連絡、助言又は援助
の活動

１．医療・福祉事業
　(1)健康保険法に基づく訪問看護事業
　(2)介護保険法に基づく訪問看護事業及び
介護予防訪問看護事業
　(3)介護保険法に基づく訪問介護事業及び
介護予防訪問介護事業
　(4)障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業の受託事業
　(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく地域生活
支援事業の登録・受託事業
　(6)障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害者支
援施設事業
　(7)障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく地域相談
支援事業
　(8)障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく計画相談
支援事業
　(9)児童福祉法に基づく障害児通所支援事
業
　(10)児童福祉法に基づく障害児入所施設支
援事業
　(11)児童福祉法に基づく障害児相談支援事
業

２．まちづくり事業 
　(1)アシスト事業等による循環・交流事業

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

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

赤村

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

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

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

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

230 NPO法人ワンクッション
エヌピーオーホウジンワンクッショ
ン

田畑　愁平
大牟田市築町２番地９－２０
１号室

大牟田市

この法人は、福岡県大牟田市の高齢
者、障害者及び就業者、就業希望者に
対して、福祉や生活支援及び職業能力
の開発、雇用機会の拡充を支援する事
業を行い、福岡県大牟田市の高齢者等
支援、人材育成等による発展に寄与す
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．災害救援活動
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．介護保険法に基づく訪問介護事業及び介
護予防訪問介護事業
２．介護保険法に基づく訪問入浴介護事業及
び介護予防訪問入浴介護事業
３．介護保険法に基づく訪問看護事業及び介
護予防訪問看護事業
４．介護保険法に基づく通所介護事業及び介
護予防通所介護事業
５．介護保険法に基づく短期入所生活介護事
業及び介護予防短期入所生活介護事業事
業
６．介護保険法に基づく福祉用具貸与事業及
び介護予防福祉用具貸与事業事業
７．介護保険法に基づく夜間対応型訪問介護
事業
８．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
９．有料老人ホームの設置及び運営に関する
事業
１０．障害者に対する居宅介護サービス事業 
１１．障害者自立支援法に基づく障害福祉
サービス事業
１２．障害者自立支援法に基づく地域生活支
援事業の受託
１３．障害者自立支援法に基づく相談支援事
業
１４．障害者に対する無許可作業所の運営事
業
１５．障害者に対する就労支援事業
１６．児童福祉施設の運営及び支援
１７．社会教育、学校教育に関する施設の運
営及び支援

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2011/12/14 2012/3/14 2012/4/5 3月31日 認証済み

231 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

232
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

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

日南　利幸
福岡県宗像市くりえいと2丁
目3番1号

宗像市

　この法人は、地域住民に対して、従来
行政主体で行われてきた住民サービス
を自発的に補佐する公共施設の維持
管理や清掃活動、自然環境の保護等
に関する事業を行い、住環境の保全と
福祉の増進に寄与することを目的とす
る。

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（２）社会教育の推進を図る活動
（３）まちづくりの推進を図る活動 
（４）環境の保全を図る活動
（５）地域安全活動
（６）子どもの健全育成を図る活動
（７）経済活動の活性化を図る活動
（８）前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

①くりえいと地区の清掃及び防犯活動に関す
る事業
②山田川ウォーキングロードの維持管理活
動に関する事業
③山田川ホタル飼育場の維持管理活動に関
する事業
④山田川緑道親水公園の記念植樹及び維
持管理活動に関する事業
⑤山田川周辺農地の無農薬化推進活動に
関する事業
⑥周辺教育機関との農業体験活動の推進に
関する事業
⑦くりえいと地区ブランド化推進活動に関す
る事業
⑧医療費削減推進進活動に関する事業

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



234 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

235 ＮＰＯ法人アイ愛 エヌピーオーホウジンアイアイ 手嶋　昭一
福岡県田川郡川崎町大字川
崎４１４番地９

川崎町

　この法人は助けたり、助けられたりの
互助精神に基づき、健康で安心して生
活できる地域社会の実現と、愉しくて生
きがいのある長寿社会構築、芸術や文
化的に充実した地域発展のため、志を
同じくする者が相集い連帯と絆を強め、
子供や高齢者、障害者及び病気の人
に対する生活や家事援助、介護援助等
の事業、そしてそれと共に地域の活性
化を図るための各種事業を通じ、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活動 
（３）経済活動の活性化を図る活動

１　高齢者や障害者及び病気の人に対する
家事援助、介護援助事業
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訪問看護事業及び介
護予防訪問看護事業
５　介護保険法に基づく通所介護事業及び介
護予防通所介護事業
６　介護保険法に基づく夜間対応型訪問介護
事業
７　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
８　介護保険法に基づく認知症対応型通所介
護事業及び介護予防認知症対応型通所介
護事業
９　介護保険法に基づく小規模多機能型居宅
介護事業及び小規模多機能型介護事業
１０　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
１１介護保険法に基づく特定施設入居者生活
介護事業及び介護予防特定施設入居者生
活介護　　事業
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特定福祉用具貸与事
業及び介護予防特定福祉用具貸与事業
１４介護保険法に基づく地域密着型特定施設
入居者生活介護事業
１５介護保険法に基づく地域密着型介護老人

○ ○ ○ 2012/1/30 2012/4/25 2012/6/19 9月30日 認証済み

236
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

237
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

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

庄島　隆博
大川市大字津１２番地１ひま
わりビル

大川市

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

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

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

１．物販業
２．農業等の収穫物の販売事業

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

239 ＮＰＯ法人楽農人 エヌピーオーホウジンラクノウジン 冨吉　袈裟右衛門
福岡県糟屋郡志免町向ヶ丘
２丁目４番３号

志免町

鹿児島県姶良市蒲生町白男
78番地
鹿児島県薩摩川内市里町里
455番地

この法人は、天地の恵み、国の伝統の
恵み、家族の恵みを片時も忘れること
なく、偉人の足跡に学び、農作業を通じ
て下座行及び小事の実践に務め心田
開発を行い、日本人としての感謝と慎
みを礎に、心豊かな生き方を探究し、
古き良き時代の日本再生に寄与するこ

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．消費者の保護を図る活動

１．農業生産者支援活動
２．農業振興支援事業
３．農林産物の認証事業

○ ○ ○ 2006/2/2 2006/4/21 2006/5/1 12月31日 認証済み

240
ＮＰＯ法人発達障がい者就労
支援ゆあしっぷ

エヌピーオーホウジンハッタツショ
ウガイシャシュウロウシエンユア
シップ

桑原　由美子
春日市須玖南5丁目６３番地
アーサー須玖リベックスⅡ２
０１号

春日市

この法人は、働きたいと願う発達障が
い等のある人々に対して、就労支援を
行なうと共に、その家族や支援者及び
地域社会に対して、発達障がい等に関
する研修や啓発活動を行い、もって発
達障がい者等の教育と福祉の充実に
寄与することを目的とする。

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

１．発達障がい者等を対象とした就労支援に
関する塾等の運営
２．発達障がい者等及びその家族と支援者を
対象とした講演会や講習会などの開催事業
３．発達障がい者等のための相談支援事業
４．地域・社会へ向けての障がい者雇用等に
関する啓発活動事業
５．その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

１．物品、出版物等の販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ 2012/2/28 2012/5/30 2012/6/6 3月31日 認証済み

241
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

242
ＮＰＯ法人アルディすずらんの
会

エヌピーオーホウジンアルディス
ズランノカイ

平岡　亜希子 田川市日の出町９番１７号 田川市

この法人は、全国の独身者に対して、
パートナー紹介から成婚にいたるまで
の相談に関する事業を行い、結婚環境
の向上を図り、少子化問題の解決に向
け、また、福岡県の元気で活気あるま
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

１．お見合い事業
２．個別のカウンセリング事業 
３．啓発イベント企画事業
４．情報発信事業

１．物品飲食売事業 ○ 2012/3/1 2012/6/4 2012/6/13 3月31日 認証済み

243
特定非営利活動法人オンブズ
マンめぐみ

トクテイヒエイリカツドウホウジンオ
ンブズマンメグミ

髙橋　めぐみ 行橋市中央２丁目１２－２４ 行橋市

この法人は、障害者及び高齢者に対し
て、地域で自立した生活を営んでいくた
めに必要な介護事業及び自立支援事
業を行い、福祉の増進を図り、社会全
体の利益の増進に寄与する事を目的と
する。

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

１．高齢者及び障害者の働く場作り、交流場
作りを通じての福祉に関する調査研究、運営
事業
２．介護保険法に基づく訪問介護事業
３．介護保険法に基づく介護予防訪問介護事
業及び第１号訪問事業
４．介護保険法に基づく夜間対応型訪問介護
事業
５．障害者総合支援法に基づく障害福祉サー

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

244 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

245
特定非営利活動法人安全安心
まちづくり研究会

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

坂本　一成
福岡市東区香椎駅前３丁目
３３番１５号

福岡市東区
神奈川県横浜市泉区西が岡
２－９－１

この法人は、個人及び団体並びに自治
体等に対して、犯罪被害の未然防止対
策等に関する事業を行い、地域の安全
性向上に寄与することを目的とする。

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．地域安全活動
３．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．防犯教室、講習会事業
２．建築物防犯診断、防犯対策アドバイス事
業
３．自治体の安全で安心なまちづくりに関す
る施策への助言、提案事業
４．防犯に対するアドバイザーの養成事業
５．個人及び団体等が自主的に行う防犯活

１．防犯設備の設計及び施工業
者の紹介、斡旋事業

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



246
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

247
特定非営利活動法人築上自立
支援センター　ファン

トクテイヒエイリカツドウホウジンチ
クジョウジリツシエンセンター　ファ
ン

野﨑　裕司 築上町大字坂本５１１番地１ 築上町

この法人は、障害があるということだけ
で、本人たちに適した社会参加の場が
少なく、働く能力があるにもかかわら
ず、就労が難しく、能力を発揮すること
ができない人たちに対して、生活及び
職業に関する訓練を行うとともに、就労
の機会を確保することで、障害を持つ
人たちの自立と社会参加の支援及び地
域住民との交流に寄与することを目的
とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．経済活動の活性化を図る活動 
５．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
６．前各号に揚げる活動を行う団体の
運営又は、活動に関する連絡、助言又
は援助活動

１．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に規定する障害福
祉サービス事業
２．その他、法人の目的を達成するために必
要な事業

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

248
特定非営利活動法人嘉穂希望
の郷

トクテイヒエイリカツドウホウジンカ
ホキボウノサト

柳田　光重 飯塚市秋松３番地４ 飯塚市

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

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．経済活動の活性化を図る活動
５．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
６．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は、活動に関する連絡、助言又
は援助活動

１．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業
２．その他、法人の目的を達成するために必
要な事業

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

249 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

250
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

251 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

252
ＮＰＯ法人南畑ダム・五ヶ山ダ
ム・那珂川水源流域ネット

エヌピーオーホウジンミナミハタダ
ム・ゴカヤマダム・ナカガワリュウ
イキネット

上野　彰
那珂川市片縄北３丁目１３番
１号

那珂川市

この法人は、南畑ダム・五ヶ山ダム・那
珂川水源流域の森林・河川等の自然環
境を守り、育て、安全で良質な水を次
の世代に引き継ぐため、森林の保全・
育成事業、河川の保全・美化事業、動
植物の保護・育成事業を行い、併せて
自然体験事業、木工・農産物の振興事
業を行って地域の活性化を図り地域社
会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．経済活動の活性化を図る活動

１．自然環境の保全・育成に関する調査・研
究事業
２．森林の保全・育成事業
３．河川の保全・美化事業
４．動植物の保護・育成事業
５．自然体験事業
６．木工・農産物振興事業
７．上記に掲げる事業に関する指定管理業
務受託事業

１．物品販売事業 ○ ○ ○ ○ 2012/5/31 2012/8/31 2012/9/11 3月31日 認証済み

253 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

254
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

255 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

256
ＮＰＯ法人つながろう・アースフ
レンズ

エヌピーオーホウジンツナガロウ・
アースプレンズ

牟田口　清子　　
久留米市諏訪野町２３５５番
地１　第１５上野ビル１階－Ｄ

久留米市

この法人は、障害者及び一般市民に対
してフリースペース及び就労支援の
サービスを提供し、住みやすい地域づく
りを目指し、もって地域社会の福祉の
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．まちづくりの推進を図る活動

１．障害者共同作業所の管理・運営事業
２．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく地域生活
支援事業の受託
３．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．障害者と地域住民との交流事業

○ ○ 2012/7/15 2012/10/16 2012/10/17 3月31日 認証済み

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

村上　智美
大野城市南ヶ丘３丁目２番２
７号

大野城市

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

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．災害救援活動
３．子どもの健全育成を図る活動
４．情報化社会の発展を図る活動 
５．経済活動の活性化を図る活動
６．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
７．消費者の保護を図る活動
８．前各号に掲げる活動を行なう団体
の運営又は活動に関する連絡、助言
又は　援助の活動

１．芸術文化分野で活躍する表現者の活動
に関する事業
２．地域活性化のためのイベント、セミナー開
催事業
３．グリーン、ブルーツーリズムに関する事業 
４．第３条の目的を達成するために必要な指
定管理者制度に係る施設の管理運　営受託
事業

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

258 ＮＰＯ法人星のふるさと
エヌピーオーホウジンホシノフルサ
ト

今村　次美 春日市春日３丁目５５番地 春日市
福岡県八女市星野村５９２４
番地

この法人は、山林水害土地、空地、荒
地に対して、植林・植栽・緑化に関する
事業を行い、山の治水・緑化に寄与す
ることを目的とする。

１．農山漁村又は中山間地域の振興を
図る活動
２．環境の保全を図る活動
３．まちづくりの推進を図る活動

１．山林水害土地緑化事業
２．空地・荒地緑化事業

１．協賛シール販売事業
２．物品販売事業

○ ○ ○ 2012/8/22 2012/11/22 2012/11/26 3月31日 認証済み

259
特定非営利活動法人北九州遺
品整理協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンキ
タキュウシュウイヒンセイリキョウ
カイ

入江　誠
遠賀郡水巻町吉田西三丁目
２２番３号

水巻町
北九州市八幡西区永犬丸二
丁目１０４６番１１

この法人は、少子高齢化・核家族化を
背景に孤独死や無縁社会化が社会問
題になりつつある今日において、家族
や地域住民の力だけでは補いきれない
物理的・心理的抵抗を伴う遺品の整理
という事業を通じ、地域住民が求める
居住環境の保全・改善、地域の防災、
地域の活性化など、地域のより良いま
ちづくりに専門的立場から貢献活動を
行い、共助の確立・改善に努めること
で、調和のとれた環境社会づくりに寄与

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

１．故人の家財整理・仕分・分別・再資源化事
業
２．遺品整理に当たって必要とされる供養手
続・保全事業
３．遺品整理に関する基準策定及び策定に
係る事業
４．高齢者・独居者・家族親族等への相談業
務
５．その他目的を達成するために必要な事業

１．物品の販売事業 ○ ○ 2012/8/23 2012/11/28 2012/12/21 3月31日 認証済み

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

那珂川市

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

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

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

飲食物や日用雑貨などの製造及
び販売事業

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

261
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



262
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

263
特定非営利活動法人子育て支
援機構

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ソダテシエンキコウ

青柳　幸枝 直方市大字下新入３３番地１ 直方市

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

１．子どもの健全育成を図る活動 
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．男女共同参画社会の形成を図る活
動
４．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言また
は援助の活動

１．直方市内における学童保育所の運営に
関する事業
２．子どもたちが安全で健やかに成長するこ
とができるまちづくりの推進に係るイベント開
催等の事業
３．子育て支援に関する、講演会等の企画運
営事業並びに地域住民、他団体との交流及
び協力事業
４．子育て支援に係る環境向上のための情
報提供、調査研究及び提言に関する事業 
５．学童保育指導者の育成事業

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

264
特定非営利活動法人住みよい
あさくらをめざす風おこしの会

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

星野　洋子 朝倉市須川１６０８番地２ 朝倉市

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

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

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

１．物品の販売事業
２．物品の貸し付け事業
３．出版事業

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

265
ＮＰＯ法人イベントサポート賑
和

エヌピーオーホウジンイベントサ
ポートニギワイ

荒竹　信之
遠賀郡水巻町二西２丁目９
番１６号

水巻町

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

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．経済活動の活性化を図る活動 
３．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
４．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

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

１．物品販売及び斡旋事業
２．広告掲載事業
３．リース事業

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

266 特定非営利活動法人風
トクテイヒエイリカツドウホウジンカ
ゼ

岡島　ハツミ
筑紫野市二日市西１丁目７
番１号

筑紫野市

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

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

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

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

267
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

268 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

269 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

270
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

271
特定非営利活動法人ふるさと
夢ランド

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
ルサトユメランド

吉井　清美
福岡市東区八田2丁目38番
22-105号

福岡市東区
北九州市八幡東区春の町5丁
目1番13-901号

　この法人は、過疎化する村と都市の
相互協力により過疎地が抱える課題で
ある住民福祉の向上や雇用などの問
題の解決を図ることや過疎地の有する
多面的、公益機能の維持を図りながら
新しい地場産業の開発を行い「人間ら
しく生きること」、「自然との係わり」など
を基本に、インターネットを有効活用し
て村と都市との友好的な交流を作りだ
すことを目的とし、不特定多数の利益に

1.農山漁村又は中産間地域の振興を
図る活動
2.まちづくりの推進を図る活動

1.地産品の開発販売事業
2.過疎地における人口誘致事業

○ ○ 2013/3/29 2013/7/16 2013/10/31 10月31日 認証済み

272 NPO法人デジタライズ エヌピーオーホウジンデジタライズ 石井　伸次郎
宗像市赤間駅前2丁目3番21
－903号

宗像市

この法人は、主に高齢者、地域住民、
中小企業・商店に対し、IT技術の向上と
支援、啓発活動を行い、高齢者の情報
端末活用による生活の利便性の向上
と、デジタルデバイドの解消、デジタル
教育の促進、地域の活性化を目的とす

1．情報化社会の発展を図る活動 
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．経済活動の活性化を図る活動 
5．職業能力の開発又は雇用機会の拡
充を図る活動

1．情報端末活用の為の教育、講演、サポー
ト事業
2．アプリケーション開発、ウェブサイト運営事
業
3．その他目的を達成する為に必要な事業

1．広告宣伝に関する事業 ○ ○ ○ ○ ○ 2013/6/3 2013/9/12 2013/10/25 3月31日 認証済み

273
特定非営利活動法人三沢遺跡
の森を育む会

トクテイヒエイリカツドウホウジンミ
ツサワイセキノモリヲハグクムカイ

宮川　宏
小郡市三国が丘一丁目１７７
番地

小郡市

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

１、環境の保全を図る活動
２、まちづくりの推進を図る活動 
３、社会教育の推進を図る活動
４、子供の健全育成を図る活動
５、職業能力の開発または雇用機会の
拡充支援する活動
６、前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

 （1）環境保全事業
 ①地域自然環境の保全、再生に係る補助制

度の活用と公共サービスの支援活動
 ②地域自然環境の保全、再生に係る調査及

び研究
 ③地域自然環境の保全、再生に係る実施計

画及び実施事業
 ④地域自然環境の保全、再生に係る行政機

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

 ⑤地域自然環境の保全、再生に係る講演、
出版、教育事業

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


 （2）体験交流事業
 ①森林における体験交流事業（文化や芸術

事業を含む） 
 ②体験交流に関する情報収集及び情報提供

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


 （3）環境教育事業

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



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

274
特定非営利活動法人ふるさと
つくし隊

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
ルサトツクシタイ

青山　博秋
筑紫野市二日市北二丁目４
番６号

筑紫野市

この法人は、相続に関する諸問題の解
決を希望する一般市民に対して、相続
についての知識や啓蒙を深める事業を
行い、当事者が真に理想とする相続の
実現により社会教育の推進及び公共
の福祉の増進に寄与することを目的と
する。

１、福祉の増進を図る活動
２、社会教育の推進を図る活動
３、まちづくりの推進を図る活動 
４、消費者の保護を図る活動
５、前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１、相続に関するセミナーや相談会の開催等
の情報提供事業
２、相続財産である不動産の有効活用や改
善にかかわる事業
３、相続に関する相談事例の調査研究事業
４、その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

１、宅建建物取引業
２、保険代理店業

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

275
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

276
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

277 ＮＰＯ法人築上町観光協会
エヌピーオーホウジンチクジョウマ
チカンコウキョウカイ

竹中　利幸
築上郡築上町大字築城255
番地１

築上町

　この法人は、広く一般市民に対して、
築上町観光業発展のために、観光施
設の整備、自然資源の保護及び環境
美化並びに啓蒙啓発に努め、合わせて
観光客の誘引を図る諸事業を行い、築
上町の地域産業の振興と地域文化の
高揚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．経済活動の活性化を図る活動

１．観光施設及び資源の保護・美化並びに整
備改善促進事業
２．観光客の誘引及び斡旋事業
３．特産品の開発及び販売事業
４．関係機関等と連携した創業支援事業

○ ○ ○ ○ ○ 2013/9/6 2013/12/5 2014/1/20 3月31日 認証済み

278
特定非営利活動法人こころの
音

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
コロノオト

林　あゆみ
太宰府市観世音寺4丁目1番
18号

太宰府市

この法人は、障がい児・者や地域住民
などに対して、障がい児に対する適切
な療育、正しい障がいの知識の啓蒙、
生き生きとした地域生活の場の提供、
障がい児・者福祉施設の運営や余暇活
動の支援に関する事業及び就労支援
などを行うとともに、障がい児のよりよ
い成長、自立及び、幸福な人生の創
造、障がい児・者の福祉の増進や生き
生きとして生活できるまちづくりに寄与
することを目的とする。

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

1.障がい児・者の療育に関する障害者福祉
施設（授産施設や作業所）の運営事業
2.障がいに対する正しい理解の普及啓発事
業
3.障がい児・者の余暇活動を推進・啓発する
事業
4.障がい児・者、その家族及び関係者に対す
る相談事業
5.障がい児・者に対する就労支援（労働者派
遣事業・職業安定法に基づく職業紹介事業な
ど）
6.障がい児・者に対する日常生活支援に関す
る事業
7.障がい児・者に対する児童福祉法に基づく
児童デイサービス事業
8.障がい児・者に対する介護保険法に基づく
居宅介護支援事業
9.障がい児・者に対する介護保険法に基づく
訪問介護事業

飲食物や日用雑貨品の製造及び
販売

○ ○ ○ ○ ○ 2013/10/3 2014/1/22 2014/2/19 3月31日 認証済み



279
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

280 特定非営利活動法人志成会
トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
セイカイ

安藤　公一
久留米市三潴町玉満２４１７
番地　華陽ビル１０２号

久留米市

この法人は、広く一般市民を対象とし
て、各都市や近隣で孤立死を防ぐ活動
事業を行う。又、孤立死された方のご遺
族の負担軽減に関する活動事業を行
い、もって公益の増進に寄与することを

１、まちづくりの推進を図る活動 
２、地域安全活動

１、遺品整理事業
２、孤独死撲滅の公演・相談事業
３、孤独死に関する啓発活動

１、便利屋事業
２、宅配弁当製造販売事業 ○ ○ 2013/10/15 2014/1/24 2014/2/17 3月31日 認証済み

281
ＮＰＯ法人がんばりよるよ星野
村

エヌピーオーホウジンガンバリヨル
ヨホシノムラ

山口　聖一 八女市星野村10951番地 八女市
福岡県八女市星野村１５８８０
番地１　上郷地域交流セン
ター内

この法人は、自然災害や事故により被
害を受けた、星野村の自然や人々が作
り上げてきた里山の再生を図るため
に、広く市民、団体間の連絡ネットワー
クを構築し、多様な人々が参加できる
環境を作り、住民、行政、企業などと協
力し合って環境を保全し、未来に向け
た星野村の復興、活性化を目的とす

１．災害救援活動
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．環境の保全を図る活動 
６．子供の健全育成を図る活動

１．災害時に於ける復興、復旧事業
２．観光施設や公園などの景観保全、維持促
進事業
３．荒廃農地解消や遅れている農作業の支
援事業
４．休耕田、畑の再利用事業
５．高齢者支援事業
６．都市部との応援ネットワークづくり

１．物品販売事業
２．広告掲載事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2013/10/31 2014/1/30 2014/2/10 12月31日 認証済み

282 NPO法人 絆・なかがわ
エヌピーオーホウジン キズナ・ナ
カガワ

森　千春
那珂川市片縄北４丁目２番７
号

那珂川市

この法人は、市民活動の担い手の育成
事業や活動を促進する事業を行うこと
で、地域住民が自由かつ主体性を持っ
て関わっていくことができるよりよい社
会の実現へ寄与することを目的とする。

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

１、地域活性化のためのイベント、セミナー開
催事業
２、市民活動の相談・支援事業
３、地域社会を担う人材及び団体の育成と
ネットワーク構築事業
４、市民活動の調査・研究にかかる事業

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

283 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

284
特定非営利活動法人聖英福祉
会

トクテイヒエイリカツドウホウジンセ
イエイフクシカイ

野口　元
筑後市大字尾島118番地２堤
貸事務所６号

筑後市

この法人は、障害者及び高齢者に対し
て障害者総合支援法・介護保険法に基
づく事業を行うとともに、障害者及び高
齢者が自立した生活を送るための経済
的基盤づくりと地域で生活するために
必要な支援を行う。又、地域に対しては
障害者への理解を深める取り組みを通
して、地域福祉の向上に努め、福祉の
増進と全ての人々が健やかに暮らせる
地域社会づくりに寄与することを目的に
する。

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

１．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業
２．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく地域生活
支援事業
３．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく一般相談
支援事業
４．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく特定相談
支援事業
５．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく移動支援
事業
６．ヘルパーの養成と継続的な指導に関する
事業
７．介護保険法に基づく訪問介護事業及び介
護予防訪問介護事業及び第一号訪問事業
８．介護保険法に基づく訪問看護事業及び介
護予防訪問看護事業
９．介護保険法に基づく居宅介護支援事業

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

285
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

286
ＮＰＯ法人久留米ＯＲＹ座プロ
ジェクト

エヌピーオーホウジンクルメオリザ
プロジェクト

筒井　博文
久留米市六ツ門町７丁目10
番

久留米市

この法人は、筑後地域に居住する不特
定多数の一般市民に対して、地域の食
と文化を中心とした情報提供等の事業
を行い、もって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

１、筑後の伝統食の再発見と普及啓発に関
する事業
２、食によるまちなかツーリズムに関する事
業
３、各種食文化イベントのプロデュースに関

○ 2014/1/21 2014/4/25 2014/5/9 3月31日 認証済み

287
ＮＰＯ法人語らんネットおかが
き

エヌピーオーホウジンカタランネッ
トオカガキ

西田　陽子
遠賀郡岡垣町野間３丁目１
番２４号

岡垣町

　この法人は、高齢者に対して、介護や
障害福祉に関する事業を行うと共に、
引きこもり等の若い人を介護事業に雇
用することによって、雇用の促進及び
福祉の増進に寄与することを目的とす
る。また、福祉のまちづくりのための情
報発信としてコミュニティ紙の発行に取
り組み、地域への啓発活動も併せて行
う。

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

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認知症対応型通所介
護事業及び介護予防認知症対応型通所介
護事業
３．コミュニティ紙発行事業
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．障害者総合支援法に基づく障害福祉サー

○ ○ ○ 2014/2/4 2014/4/25 2014/4/28 3月31日 認証済み

288
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

289
ＮＰＯ法人そよかぜ学童おおむ
た

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

大牟田市

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

１．子どもの健全育成を図る活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動

１．子どもの健全育成のための学童保育事業
２．子育てに関する普及啓発事業

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

290 NPO法人セブンデイズ
エヌピーオーホウジンセブンデイ
ズ

上村　光康
筑紫野市杉塚５丁目１３番６
号

筑紫野市

この法人は、犬猫等ペットを飼育する
一般市民および犬猫等ペット動物の業
務に携わる業者・団体・行政等に対し
て、犬猫等の動物の診療行為や里親
探しなど動物達の保護・維持に関する
事業を行い、ペットの飼育放棄やそれ
に伴って生じる殺処分の減少、獣畜の
感染症・伝染病の撲滅に寄与すること
を目的とする。

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

１、犬猫等ペットへの予防医療行為・不妊治
療行為・その他治療行為を行うための飼育動
物診療施設の運営・経営
２、犬猫等ペットの譲渡会を開催・運営する事
業
３、犬猫等ペット動物の葬儀・火葬を行う事業
４、飼育放棄動物の保護および保護した動物
を維持する事業 
５、動物福祉教育を行う事業及び動物福祉教
育に関する人材を派遣する事業
６、動物の福祉に関する啓蒙活動及び情報
提供事業
７、前各号に掲げる活動を行う団体・行政機

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

291
NPO法人市民のための後見・
I’サポート

エヌピーオーホウジンシミンノタメノ
コウケン・アイサポート

井上　月子
新宮町花立花１丁目６番１０
号

新宮町

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

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

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

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

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

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

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

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

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

293 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

294
ＮＰＯ法人ウーマンサポートＭ
ｏｒｅ

エヌピーオーホウジンウーマンサ
ポートモア

石坂　明子 豊前市大字畠中５０番地１ 豊前市

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

(1)まちづくりの推進を図る活動 
(2)観光の振興を図る事業 
(3)環境の保全を図る活動 
(4)男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
(5)子どもの健全育成を図る活動 
(6)経済活動の活性化を図る活動 
(7)職業能力の開発又は雇用機会の充
実を支援する活動

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

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



295
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

296
特定非営利活動法人大牟田ラ
イフサポートセンター

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝｵｵﾑﾀﾗｲﾌｻ
ﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

中尾　哲郎 大牟田市不知火町２－１－６ 大牟田市

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

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

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

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

297
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

298
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

299
ＮＰＯ法人高齢者シェアホーム
協会

エヌピーオーホウジンコウレイシャ
シェアホームキョウカイ

吉田　通子
筑紫野市二日市西４丁目８
番１２号

筑紫野市

この法人は、高齢者及び障害者に対し
て、共助による共同生活の支援の場を
提供する事業及び介護事業並びに福
祉用具貸与、販売事業を行い、福祉の
増進に寄与することを目的とする。

(1)　保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
(2)　まちづくりの推進を図る活動 
(3)　地域安全活動

①　医療機関、施設等を退院又は退所した高
齢者及び障害者の在宅入居受入支援事業
②　刑務所等の高齢出所者の在宅入居受入
支援事業
③　介護保険法に基づく訪問介護事業及び
介護予防訪問介護事業
④　福祉用具及び介護予防福祉用具の販売
事業
⑤　特定福祉用具及び特定介護予防福祉用
具の販売事業
⑥　介護保険法に基づく福祉用具及び介護
予防福祉用具の貸与事業
⑦　身体障害者向け住宅のリフォーム

①　インターネット通信販売事業
②　宅配飲食事業

○ ○ ○ 2014/9/18 2015/1/8 2015/1/19 3月31日 認証済み

300
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

301
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

302 ＮＰＯ法人はーとへるぷ
エヌピーオーホウジンハートヘル
プ

田中　みはる 大川市大字酒見９６番地１ 大川市

この法人は、高齢者、障がい者等社会
的弱者に対して介護、福祉を中心とし
た支援事業を行い、地域社会の福祉の
増進を図り、もって広く公益に寄与する
ことを目的とする。

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

１、介護保険法に基づく訪問看護事業及び介
護予防訪問看護事業
２、介護保険法に基づく居宅サービス事業
３、介護保険法に基づく介護予防サービス事
業
４、介護保険法に基づく地域密着型サービス
事業
５、介護保険法に基づく地域密着型介護予防
サービス事業
６、障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業
７、障害者の日常生活及び社会生活を総合

バザー、その他物品販売に関す
る事業

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

303
特定非営利活動法人孤立防止
センター

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
リツボウシセンター

速水　靖夫
福岡市博多区博多駅前2丁
目11番22-701号

福岡市博多区
神奈川県横浜市泉区中田西3
丁目8番2号

この法人は，孤立死の発生が予想され
る場合において，緊急時の対応として，
その安否確認及び孤立死の実態に関
する調査・研究事業を行うとともに，よ
ろず相談窓口及び出前講座ないしセミ
ナーの企画・運営等孤立死の不安を抱
えている者のみならず，周囲の地域や
住民の方々に対しても孤立死への理解
を促進させるための啓発事業を行うこ
とで，孤立死の発生を未然に防止し，
地域における高齢者等地域福祉の増
進ひいては地域における人と人とのつ
ながり（絆），すなわち地域コミュニティ
の再生（まちづくり）に寄与することを目

１．保健，医療又は福祉の増進を図る
活動
２．社会教育の推進を図る活動
３．まちづくりの推進を図る活動 


（１）孤立死緊急通報システムの運営及び安
否確認事業
（２）孤立死の実態に関する調査・研究事業
（３）よろず法律相談事業 
（４）出前講座ないしセミナー等の企画・運営
事業
（５）高齢者・障がい者・単身者等の見守り及
び住替え支援事業
（６）高齢者・障がい者・単身者等の死後に関
する事業
（７）少額短期保険募集の代理に関する事業

○ ○ ○ 2013/1/28 2013/5/16 2013/5/30 3月31日 認証済み

304
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

305
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

306 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

307 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

308 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

309 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

310
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

311
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



312
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

313
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

314
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

315
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

316
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

317
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

318
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

319
NPO法人毎日元気支援セン
ター

ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝﾏｲﾆﾁｹﾞﾝｷｼｴﾝｾﾝ
ﾀｰ

西口　広貴 八女市本町５５３番地２ 八女市

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

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

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

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

320
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

321
特定非営利活動法人サーク
ル・オーキッド

トクテイヒエイリカツドウホウジン
サークル・オーキッド

前濱　美代子
糸島市南風台１丁目１０－１
０

糸島市

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

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

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

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

322 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

323
特定非営利活動法人久留米筑
後観光開発千歳の会

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

牛嶋　英孝
久留米市国分町５１８番地１
エイコーハイツ１０１号

久留米市

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

１．経済活動の活性化を図る活動 
２．観光の振興を図る活動 
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営、又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．久留米市、筑後地域の観光資源に関する
調査研究事業
２．久留米市、筑後地域の観光資源に関する
情報発信事業
３．久留米市、筑後地域の観光開発に関する
イベントの企画、運営事業

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

324 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

325
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

326
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

327 ＮＰＯ法人糸島山農海
エヌピーオーホウジンイトシマサン
ノウカイ

冨田　則行 糸島市志摩津和崎１５０番地 糸島市

この法人は糸島市を中心とする周辺地
域に対して、樹林地や農地などを保全
し、市民と自然とのふれあいの場の提
供、農林漁業の体験、教育・普及活動、
耕作放棄地や遊休農地の再生による
地域の活性化を通じて、糸島市周辺の
優れた景観や自然環境を守り、人と自
然が共生する、豊かな潤いのあるまち
づくりの推進に寄与することを目的とす
る。

（１）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）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）職業能力の開発や雇用機会の拡
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農山漁村での農林漁業体験、生活体験事
業
②耕作廃棄地解消事業
③農村漁村の環境保全事業
④コミュニティ食堂の運営事業
⑤地域物産の開発と生産販売事業
⑥観光の振興を図る活動 
⑦地域交流を目的としたイベント事業 
⑧人材育成事業
⑨前各号に附帯する一切の業務

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2015/12/27 2016/3/17 2016/3/28 3月31日 認証済み

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

中嶋　太 嘉麻市飯田４０５番地１ 嘉麻市

この法人は、広く市民を対象に、農業
への理解を深める活動と安心・安全な
農産物の生産・加工・販売に関する事
業を行うとともに、高齢者や障害のある
人に働く場所を提供し、遊休農地を活
用することにより、地域の活性化に寄
与することを目的とする。

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

①市民に対する農地の貸出しに関する事業 
②市民に対する農業技術の普及に関する事
業
③市民との農業を通じた交流イベント 
④その他上記事業に付随する事業

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

329
特定非営利活動法人ふくつ子
どもステーションすてっぷ

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クツコドモステーションステップ

佐伯　美保
福津市中央一丁目１６番６－
５０６号

福津市

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

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

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

①遊びの文化・道具の普及に関
する事業

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

330
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

331 NPO法人ゼロファーム ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝｾﾞﾛﾌｧｰﾑ 東原　忠 大牟田市大字手鎌３２番地７ 大牟田市
福岡市博多区千代５丁目１番
４号

この法人は、都市部や大牟田市近郊の
地域住民および高齢者や障がい者、ひ
きこもりなど社会や地域から孤立しがち
な人たちに対して、自然の恵みを活か
した安心安全な農作物栽培や農業・食
育・健康の啓発推進、安心できる居場
所づくり、生きがい支援に関する事業を
行い、健全な心と体の育成と安心して
暮らせる地域社会づくりに寄与すること

(1)保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
(2)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)子どもの健全育成を図る活動 
(5)職業能力の開発又は雇用機会の拡
充を支援する活動

(1)体験農園管理運営に関する事業 
(2)安心安全な農作物と加工品の調査研究事
業
(3)農業・食育・健康に関する研修・啓発事業
(4)安心できる居場所づくりと生きがい支援事
業

○ ○ ○ ○ 2016/4/28 2016/8/24 2016/9/1 3月31日 認証済み



332
特定非営利活動法人レイズサ
ポートnet

トクテイヒエイリカツドウホウジンレ
イズサポートネット

石松　健児
志免町東公園台２丁目７番３
号２階

志免町

この法人は、高齢者・障がい者・子供な
どサポートを必要とする方すべてに対し
て、地域で安心して生活できる環境を
構築するための支援に関する事業を行
い、生活環境の安定はもちろん積極的
な社会進出の推進に寄与することを目
的とする。

１）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２）まちづくりの推進を図る活動 
３）災害救援活動
４）地域安全活動
５）子どもの健全育成を図る活動
６）情報化社会の発展を図る活動
７）職業能力の開発又は雇用機会に拡
充を支援する活動
８）前各号に掲げる活動を行なう団体
の運営又は活動に関する連絡、助言
又は援助の活動

１）介護保険法に基づく次の居宅サービス事
業
①訪問介護事業
②訪問入浴介護事業
③訪問看護事業
④居宅療養管理指導
⑤通所介護事業
⑥福祉用具貸与事業
⑦特定福祉用具販売事業
２）介護保険法に基づく次の介護予防サービ
ス事業
①予防訪問介護事業
②介護予防訪問入浴介護事業
③介護予防訪問看護事業
④介護予防居宅療養管理指導
⑤介護予防通所介護事業
⑥介護予防福祉用具貸与事業
⑦特定介護予防福祉用具販売事業
３）介護保険法に基づく次の地域密着型サー
ビス事業
①夜間対応型訪問介護事業
②認知症対応型通所介護事業
③小規模多機能型居宅介護事業
４）介護保険法に基づく次の地域密着型介護
予防サービス事業　 
①介護予防認知症対応型通所介護事業
②介護予防小規模多機能型居宅介護事業
５）障害者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業
①指定障害福祉サービス事業
②指定相談支援事業

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

333
特定非営利活動法人おおき・
ほっとかん

トクテイヒエイリカツドウホウジンオ
オキ・ホットカン

田中　博子
三潴郡大木町大字三八松３
８５番地１

大木町

この法人は、地域住民に対して、「乳幼
児から学童期の子ども」「高齢者」「育
児・介護等を行っている家庭」を支える
ための事業を行うとともに、地域全体で
子どもの成長に関われるような環境を
つくることで、大木町を明るく元気な住
みやすい町にすることを目的とする。

１．子どもの健全育成を図る活動
２．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
５．環境の保全を図る活動

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

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

334
特定非営利活動法人うきはの
あん

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

この法人は、うきは市地域で事業をお
こなう企業、団体、一般市民に対して、
まちづくりプランニング、地域資源の価
値を高める商材開発、認知度促進のプ
ロモーション、事業プロデュース等の支
援活動とＩＴによる新しいプラットフォー
ムを形成することによって、地域の経済
発展に寄与することを目的とする。 

１、まちづくりの推進を図る活動 
２、情報化社会の発展を図る活動 
３、経済活動の活性化を図る活動
４、前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動





１、地域資源を行かした商品等の研究開発事
業
２、地域経済活性化のプロモーション支援事
業
３、創業・起業のためのコンサルティング事業 
４、その他、目的を達成するために必要な事
業

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

335
特定非営利活動法人キャンバ
ス

トクテイヒエイリカツドウホウジン
キャンバス

田原　誠治
田川市大字伊田２７９２番地
１

田川市

この法人は、障がい者及びその家族、
並びに地域住民に対して、障がい者の
自立と社会参加、生活支援、権利の擁
護に関する事業を行い、障がい特性に
応じたニーズを的確に把握し、これまで
培ってきた専門性を発揮し、障がい者
本位の視点に基づく障がい福祉サービ
スを提供し、従来よりもさらに地域社会
の中で障がい者との共存を実現し、誰
もが住みよい社会を創造することに寄
与することを目的とする。

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

①障害者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビス 
②障がい者に対する終了訓練事業
③グループホームの紹介・斡旋事業
④障がいを持つひとたちの生活支援・家族支
援事業
⑤障がい者就労移行事業
⑥生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮
者支援サービス事業
⑦上記に関する団体及び地域住民との交
流、イベントの開催、ものづくり事業
⑧その他この法人の目的を達成するために

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

336
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

337 特定非営利活動法人産
トクテイヒエイリカツドウホウジンウ
ミ

永田　逹道
糟屋郡宇美町貴船１丁目４
番８号

宇美町

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

１．農山漁村又は中山間地域の振興を
図る活動
２．まちづくりの推進を図る活動 
３．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
４．環境の保全を図る活動
５．経済活動の活性化を図る活動

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

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

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

この法人は、障害者や不登校・引きこも
り当事者や家族等に対し地域の人々が
共に支え合い、社会の構成員として地
域社会に参加することができるよう、福
祉サービスの提供や支援等を行い、一
人一人が自立した暮らしのできるコミュ
ニティの実現と誰もが安心できる地域
社会における福祉及びまちづくりの増
進に寄与することを目的とする。

（1）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（2）社会教育の推進を図る活動
（3）まちづくりの推進を図る活動 
（4）子どもの健全育成を図る活動 
（5）情報化社会の発展を図る活動 
（6）職業能力の開発または雇用機会
の拡充を支援する活動
（7）前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

①　障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律（障害者総合支援
法）に基づく障害福祉サービス事業 
②　障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律（障害者総合支援
法）に基づく一般相談支援事業及び特定相
談支援事業
③　障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律（障害者総合支援
法）に基づく地域生活支援事業
④　不登校・引きこもり当事者及びその家族
の支援事業
⑤　空き家の有効活用事業
⑥　地域住民との交流事業
⑦　その他この法人の目的を達成するため
に必要な事業

①　物品販売事業
②　ホームページ制作事業

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

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

山﨑　良浩
春日市春日原北町４丁目２０
番地２

春日市
この法人は、地域の子どもたちに対し
て、育成に関する事業を行い、地域社
会に寄与することを目的とする。

(1)子どもの健全育成を図る活動 
(2)環境の保全を図る活動 
(3)まちづくりの推進を図る活動 
(4)地域安全活動
(5)これらの各号に掲げる活動を行う団
体の運営又は活動に関する連絡、助
言又は援助の活動

（１）子どもの育成事業
（２）子どもの育成に適した安全な環境づくり
の事業
（３）動物とのふれあい事業
（４）子どもを中心とした社会貢献事業

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

340 ＮＰＯ法人つなぎteおおむた
エヌピーオーホウジンツナギテオ
オムタ

彌永 恵理
大牟田市馬込町１丁目１３７
番地２

大牟田市

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

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

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

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

341
ＮＰＯ法人クローバーキッズ大
刀洗

エヌピーオーホウジンクローバー
キッズタチアライ

平城　悦子
三井郡大刀洗町大字冨多８
１９番地

大刀洗町

この法人は、放課後や休校時における
保育を必要とする児童に対し、安心・安
全な生活・遊びの場を提供するととも
に、保育内容の充実及び発展を目的と
する事業を行う。また、学童保育の施
設や設備の充実と保育内容の向上を
行政に働きかけることにより、子どもた
ちの健全な育成を図りながら、保護者
の子育てを支援し健全な地域社会の形
成に寄与することを目的とする。

（１）子どもの健全育成を図る活動 
（２）まちづくりの推進を図る活動 
（３）男女共同参画社会の形成を図る
活動
（４）前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

①大刀洗町内における学童保育所の運営に
関する事業
②子育て支援に関する講習会等の企画運営
事業並びに地域住民、他団体との交流及び
協力事業
③子育て支援に係る環境向上のための情報
提供、調査研究及び提言に関する事業 
④学童保育指導者の育成事業

①物販販売及びサービスの提供
に関する事業
②イベント等の企画運営事業

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

342
ＮＰＯ法人中間市地域活性化
協議会

エヌピーオーホウジンナカマシチ
イキカッセイカキョウギカイ

冨田　誠二 中間市鍋山町１丁目１０ 中間市

この法人は、地方公共団体や地域住民
と共に、実現可能性の高い様々な地域
イベントや経済活動を通じて、地域社
会全体の底上げを図ると共に、地域住
民が伝統的に大切にしてきたチャレン
ジ精神の向上とボランティア活動を通じ
て育まれる奉仕の精神を起爆剤に、地
域の活性化に寄与することを目的とす

１．経済活動の活性化を図る活動
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

１．地域参加型の交流イベント事業
２．起業家の育成に関する総合支援事業
３．地域特産物の企画、提案、製造、販売事
業
４．青少年育成に関する事業
５．その他、本法人の目的達成に必要な事業

○ ○ ○ 2016/10/28 2017/2/2 2017/4/3 3月31日 認証済み

343
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

344
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

345
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

346
特定非営利活動法人小さな天
使ｃｌｕｂ

トクテイヒエイリカツドウホウジンチ
イサナテンシクラブ

斜木　加奈子 宮若市上大隈４１８番地３８ 宮若市

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

１．まちづくりの推進を図る活動 
２．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
３．社会教育の推進を図る活動

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

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

347
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

348
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



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

大牟田市

この法人は、高齢者、障がい者等社会
的弱者に対して、介護、福祉を中心とし
た支援事業を行い、地域社会の福祉の
増進を図り、もって広く公益に寄与する
ことを目的とする。

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

①子どもと高齢者の共生促進事業
②高齢者及び生活困窮者支援事業
③介護保険法に基づく居宅サービス事業 
④介護保険法に基づく介護予防サービス事
業
⑤介護保険法に基づく地域密着型サービス
事業
⑥介護保険法に基づく地域密着型介護予防
サービス事業 
⑦障害者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業
⑧障害者総合支援法に基づく地域生活支援
事業

①バザー、その他物品販売に関
する事業

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

350
特定非営利活動法人中間市観
光まちづくり協議会

トクテイヒエイリカツドウホウジンナ
カマシカンコウマチヅクリキョウギ
カイ

安田　光太郎 中間市大字垣生６６０番地１ 中間市

この法人は、広く一般市民に対して、中
間市の自然、文化、産業等を活用した
観光に関する事業を行い、人々の交流
を促進することで地域の活性化、まち
づくり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

①観光に関する意識の高揚と普及に必要な
事業
②観光に関する調査研究事業
③観光資源の保護育成及び開発事業
④郷土の文化財及び芸能の保存並びにこれ
らを紹介する事業 
⑤観光宣伝及び観光客誘致事業
⑥観光事業従事者の研修に関する事業 
⑦観光刊行物の発行事業
⑧観光ツアー、イベント運営事業 
⑨その他、観光・まちづくりに関する目的を達
成するために必要な事業

○ ○ 2017/1/16 2017/4/21 2017/5/1 3月31日 認証済み

351 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

352
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

353 特定非営利活動法人グロウ
トクテイヒエイリカツドウホウジング
ロウ

日並　八千代 宗像市久原180番地 宗像市

この法人は、広く一般市民及び観光
客、その他来訪者などを対象に、市
民、学校、自治体等と協働、連携して、
読みやすく、わかりやすい広報、タイム
リーな情報発信を目指して行政情報や
地域情報を提供することにより情報化
社会の発展に寄与することを目的とす

 （１）情報化社会の発展を図る活動
 （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）子どもの健全育成を図る活動

①地域情報の収集及び提供事業
②自治体等の広報紙の編集及びそれに付随
するチラシ・冊子作成、デザイン、印刷事業 
③自治体等のホームページの維持管理及び
ホームページ作成事業

○ ○ ○ ○ 2017/2/27 2017/6/1 2017/6/16 4月30日 認証済み

354 ＮＰＯ法人マイレ エヌピーオーホウジンマイレ 深川　美香
糸島市南風台七丁目11番７
号

糸島市

  この法人は、介護の必要な高齢者又
はがんその他の疾患による在宅終末
期患者及び障害者(児)とその家族に対
し、様々な職種やボランティアと協力し
ながらホームホスピス事業、相談支援
事業、介護保険法に基づく事業、障害
者総合支援法に基づく事業を行うととも
に、地域住民に対して看取り文化を豊
かにするための啓発事業、相談支援事
業等を行い、最期まで安心してその方
らしく暮らせる地域づくりに寄与すること
を目的とする。

(1)保健・医療又は福祉の増進を図る
活動
(2)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

①ホームホスピス運営事業
②保健・医療・福祉に係る啓発及び情報提
供・相談支援・運営支援・地域支援事業
③介護保険法に基づく次の事業
ア)訪問介護及び介護予防訪問介護
イ)訪問看護及び介護予防訪問看護
ウ)居宅療養管理指導及び介護予防居宅療
養管理指導
エ)通所介護及び介護予防通所介護
オ)短期入所生活介護及び介護予防短期入
所生活介護
カ)居宅介護支援事業
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次の事業 
ア)障害福祉サービス事業
イ)地域生活支援事業
ウ)一般相談支援事業
エ)特定相談支援事業
⑤児童福祉法に基づく次の事業
ア)障がい児通所支援事業
イ)障がい児相談支援事業

○ ○ ○ ○ 2017/3/7 2017/6/14 2017/6/20 9月30日 定款変更認証申請中

355
特定非営利活動法人福岡あん
しん生活ネット

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クオカアンシンセイカツネット

古賀　五男
太宰府市朱雀１丁目４番２４
号

太宰府市

この法人は、高齢者やその家族、その
他支援を要する住民に対し、健康で質
の高い地域生活ができるよう広く福祉
の進んだ社会環境を整える事業を行
い、もって社会貢献することを目的とす
る。

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

１．高齢者、障がい者等の自立、社会参加、
健康増進に関する事業 
２．住まい・生活・医療・介護等地域生活支援
に関する事業 
３．子どもの健全育成に関する事業
４．高齢者と障がい者の支援や、育児に関す
る政策提言とその普及啓発事業
５．福祉に関する情報提供、資料収集、調査
に関する事業 
６．地域安全、災害予防、災害被害者への支
援に関する事業 
７．社会教育、生涯教育の推進に関する事業
８．まちづくりの推進（地域おこし、地域産業
の活性化、コミュニティづくり等）に関する事
業
９．地域環境保全、改善に関する事業
１０．生活用品・福祉用具の販売、回収、補
修、再利用に関する事業
１１．高齢者等の憩いの場・交流の場の運営
１２．福祉に関する人材育成事業
１３．福祉に関する広報・出版に関する事業 
１４．前各号の活動を行う団体の運営または

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

356 特定非営利活動法人私善
トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
ゼン

麻澤　直希
太宰府市観世音寺２丁目７
番２７－３０２号

太宰府市

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

１）農山漁村又は中山間地域の振興を
図る活動
２）環境の保全を図る活動
３）社会教育の推進を図る活動
４）まちづくりの推進を図る活動 
５）観光の振興を図る活動
６）子どもの健全育成を図る活動
７）情報化社会の発展を図る活動
８）前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

①農業体験及び農業再生事業
②地域交流を目的としたイベント事業
③自立を目的とした起業家育成事業

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

357
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

358
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

359
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

360
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

361 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



362
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

363
特定非営利活動法人日本鳥獣
環境保全支援センター

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
ホンチョウジュウカンキョウホゼン
シエンセンター

林田　三男 大牟田市千代町４番地１ 大牟田市
熊本県荒尾市本井手１４８０
番地３

この法人は、全国の農林水産業関係機
関並びに行政自治体に対して、有害鳥
獣捕獲の推進･支援に関する事業を行
い、農林水産業の振興(被害予防)並び
に人と鳥獣との共存を図ると共に、地
域社会への環境保全に寄与することを
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）地域安全運動
（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）有害鳥獣捕獲に関する情報提供事業
（２）有害鳥獣被害防止対策技術の普及啓発
事業
（３）有害鳥獣捕獲技術向上に関する事業
（４）有害鳥獣捕獲通信ネットワークシステム
整備開発事業
（５）有害鳥獣捕獲に関する受託支援事業
（６）有害鳥獣捕獲に関する猟具の販売運営
管理事業
（７）有害鳥獣捕獲に関する広域型通信装置
の販売運営管理事業
（８）農作物被害予防対策復興事業
（９）農作物被害予防に関するコンサルタント
事業
（１０）農作物被害予防に関する技術システム
開発事業
（１１）生活環境の安全を維持する運営管理
事業

（１）自然資源リサイクル施設の
運営管理事業
（２）有害鳥獣捕獲に伴う野生動
物の２次製品化販売事業

○ ○ ○ 2006/5/24 2006/8/4 2006/8/31 7月31日 認証済み

364
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

365
特定非営利活動法人地域コ
ミュニティセンターこころん

トクテイヒエイリカツドウホウジンチ
イキコミュニティセンターココロン

原　貴代子
糟屋郡篠栗町大字尾中８４４
番地９

篠栗町

この法人は、地域住民と共に、個人の
尊厳の保持と自立の支援という福祉の
基本理念のもとに、子どもから高齢者
に至るまで幅広い世代に対応する地域
包括ケアシステムづくりを行い、もって、
地域の福祉増進に役立つことを目的と
する。

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（２）社会教育の推進を図る活動
（３）まちづくりの推進を図る活動 
（４）地域安全活動
（５）子どもの健全育成を図る活動 
（６）前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

①地域の方々のためのコミュニティカフェ（お
ひさま活動）
②地域の方々への供食事業（おひさま食堂、
フードバンク）
③地域の子どもの健全育成に関わる各種事
業
④住民主体通所型サービス事業（通所型
サービスＢ、体操）
⑤介護保険法に基づく通所介護事業及び介
護予防通所介護事業・訪問介護事業及び介
護予防訪問事業
⑥障害者総合支援法に基づく障がい福祉
サービス事業、相談支援事業
⑦児童福祉法に基づく障がい児通所支援事
業、障がい児入所支援事業、障がい児相談
支援事業
⑧地域の方々の緊急時、その他必要に応じ
た住まいや居場所づくりのお手伝いその他生
活上の支援
⑨子どもや高齢者、障がい者の生活支援に
関するよろず相談 
⑩行政機関、各種団体との連絡、調整及び
協調に関する事業
⑪高齢者等に関する情報誌、刊行物の発行
事業
⑫高齢者等の生活支援に関する講演会、各
種研修会等の開催及び講師派遣事業
⑬前各号のほか、上記の目的を達成するた

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

366
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

367 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

368
特定非営利活動法人志免地域
支え合い互助基金

トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
メチイキササエアイゴジョキキン

下稲葉　康之
糟屋郡志免町別府２丁目２
番１

志免町

この法人は、地域住民、特に生活困窮
者や介護難民と呼ばれる方々、またそ
の家族等に対して、その方々を支え護
るための互助体制を整備・促進する事
業や、その活動を推進する為に必要な
資金を助成する事業を行い、各地域に
必要とされる継続的な互助体制の構築
に寄与することを目的とする。

(1)　保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
(2)　まちづくりの推進を図る活動 
(3)　地域安全活動
(4)　前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

①　互助活動助成事業
②　互助活動広報啓発事業
③　互助活動コーディネイト事業

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

369 特定非営利活動法人ALFEE
トクテイヒエイリカツドウホウジンア
ルフィー

二枝　崇治
糟屋郡志免町東公園台２丁
目５番２号

志免町

この法人は、アジア全域に対して、アジ
ア地域独自の気候に対応する環境研
究に関する事業を行い、今後の未来型
の環境を守る都市形成に寄与すること
を目的とする。

(1)まちづくりの推進を図る活動 
(2)環境の保全を図る活動 
(3)科学技術の振興を図る活動 

①　生活都市環境に関する調査・研究事業
②　生活都市環境に関するイベントの企画・
運営事業
③　生活都市環境に関する理解者育成事業
④　生活都市環境に関する情報提供事業

○ ○ ○ 2018/4/20 2018/7/19 2018/8/3 3月31日 認証済み

370 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

371
特定非営利活動法人こが婚活
サポートセンター

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ガコンカツサポートセンター

許山　秀仁 古賀市天神１丁目８番３５号 古賀市

　この法人は、結婚を希望する独身男
女に対して、結婚についての相談及び
支援に関する事業、結婚活動の支援を
目的としたイベント・交流会の企画・開
催に関する事業を行い、少子高齢化問
題の改善に貢献し、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)まちづくりの推進を図る活動

(1)結婚に関する相談事業
(2)結婚希望者に対する出会いの場の提供事
業
(3)結婚に関する調査研究及び啓発事業 
(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

○ ○ 2018/6/13 2018/9/7 12月31日 認証済み

372
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

373 特定非営利活動法人にこり
トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
コリ

松丸　実奈
遠賀郡岡垣町野間３丁目４
番２４号

岡垣町

　この法人は、障がいを持つ子ども及
びその家族に対して、児童福祉法に基
づく障害児通所支援事業・障害児相談
支援事業等を行うとともに、障がいの有
無にかかわらず、子どもとその家族が
地域社会において笑顔あふれる生活を
送るために必要な支援事業などを行う
ことにより、福祉の増進、子どもの健全
育成に寄与することを目的とする。

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

(1)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
(2)病児・病後児保育サービス事業、保育事
業並び保育施設などの運営事業及びこれら
の関連サービス提供事業
(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業及び地域生活支援事業
(4)児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
(5)医療的ケア児、家族の子育て支援による
女性の雇用促進事業及び就労サポート事業
(6)道路運送法に基づく福祉有償運送サービ
ス事業
(7)前各号の事業に関する調査研究、普及啓
発、人材育成、政策提言及び異業種連携促
進に関わる事業 
(8)福祉カフェの運営
(9)介護保険法に基づく居宅サービス事業 
(10)その他この法人の目的を達するために必
要な事業

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

374
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

375 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



376
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

377
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

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

穴井　芳春
大野城市南ケ丘五丁目９番１
号

大野城市

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

（１）まちづくりの推進を図る活動 
（２）前号に掲げる活動を行う団体の運
営又は活動に関する連絡、助言又は
援助の活動

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

ア　物品販売事業
イ　物品貸付事業
ウ　イベント開催事業

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

379
特定非営利活動法人子ども
パートナーズHUGっこ

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ドモパートナーズハグッコ

梯　裕子 古賀市小竹２番地５ 古賀市

この法人は、 妊娠期も含め、子どもと
そこに関わる 家族や支援者、社会に対
して、子どもの育ちの理解とその保障に
関する事業を行い、子どもが主体的に
育ち、子育てが安心してできる社会づく
りに寄与することを目的とする。

(1)　保健、医療または福祉の増進を図
る活動
(2)　社会教育の推進を図る活動
(3)　まちづくりの推進を図る活動 
(4)　男女協働参画社会の形成の促進
を図る活動 
(5)　子どもの健全育成を図る活動 

①　親子が集う場事業
②　子どもの居場所事業
③　子どもの体験事業
④　子育て当事者及び支援者の支援事業
⑤　子どもの発達相談療育事業
⑥　子育ち子育てについての地域への啓発・
情報発信事業
⑦　その他、当法人の目的達成に必要と認
められる事業及び活動

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

380 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

381
NPO法人ちくご出会いサポート
センターJUNOALL

エヌピーオーホウジンチクゴデアイ
サポートセンタージュノール

関　文彦 久留米市東町３８番２０ 久留米市

この法人は、広く結婚に対して悩みを
持つ人々を対象に、幅広い結婚情報の
提供や出会いの場の提供等の総合的
な支援事業を行うことにより、未婚・晩
婚化・出生率減少傾向等の結婚を取り
巻く環境向上の促進を図り、地域社会
の福祉の向上に寄与することを目的と
する。

１、社会教育の推進を図る活動
２、男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
３、経済活動の活性化を図る活動
４、まちづくりの推進を図る活動 
５、前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１、結構相談所・結婚情報サービスの利用支
援事業
２、お見合い事業

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

382
特定非営利活動法人依存症か
ら市民を守る会

トクテイヒエイリカツドウホウジンイ
ゾンショウカラシミンヲマモルカイ

石井　清
久留米市城南町１２番地２２
３０３ビル　２F

久留米市

この法人は、一般市民に対する依存症
の予防・啓発ならびに依存症者本人及
びその家族らに対する回復の支援を行
い、もって、地域社会の福祉の向上に
寄与することを目的とする。

（１）保健・医療及び福祉の増進を図る
活動
（２）まちづくりの推進を図る活動

１、市民が依存症とならないための啓発・予
防事業
２、依存症者本人及びその家族らの回復支
援事業
３、依存症本人・家族のための障害者自立支
援できる環境整備事業
４、まちづくりに関する事業

○ ○ 2019/1/7 2019/3/22 2019/3/26 12月31日 認証済み

383
特定非営利活動法人トータル
サポート

トクテイヒエイリカツドウホウジン
トータルサポート

金子　大助 久留米市合川町２５番地１１ 久留米市

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

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

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

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

384 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

385 NPO法人『空き家革命』
エヌピーオーホウジンアキヤカクメ
イ

増田　義明
那珂川市五郎丸二丁目１４
番

那珂川市

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

（１）環境の保全を図る活動
（２）地域安全活動
（３）経済活動の活性化を図る活動
（４）職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
（５）まちづくりの推進を図る活動 
（６）前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

①　空き家解消の為の建築リフォーム事業
②　空き家解消又は周辺環境保全の為の不
動産賃貸・売却事業
③　空き家再生事業の中で発生した古物の
売買事業

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

386 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

387
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

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

恒遠　樹人
豊前市大字薬師寺５７０番地
２

豊前市

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

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

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

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

389
特定非営利活動法人オイス
ター

トクテイヒエイリカツドウホウジンオ
イスター

中河西　慎平 糸島市神在１７７番地４０ 糸島市

この法人は、地域における課題を解決
する「継続的な仕組み」を作り出し、より
活力あふれる地域社会の実現に寄与
することを目的とする。上記の目的を達
成するため、コミュニティファンディング
（地域内からの資金調達）の手法を確
立し、その手法を発展させていく。地域
に住む「意志ある人が、地域の課題を
容易に解決できる地域社会」になること

（１）社会教育の推進を図る活動 
（２）まちづくりの推進を図る活動 
（３）子どもの健全育成を図る活動
（４）情報化社会の発展を図る活動

（１）地域プロジェクトを推進する事業
（２）地域コミュニティを形成する事業

○ ○ ○ ○ 2019/5/23 2019/7/26 2019/8/19 3月31日 認証済み

390
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

391
特定非営利活動法人あじさい
園

トクテイヒエイリカツドウホウジンア
ジサイエン

山下　悦子
古賀市千鳥３丁目２番３－３
０４号

古賀市

この法人は、精神障害（発達障害含
む）、ひきこもりの人およびその家族等
に対して、必要な情報提供やサービス
を行なうとともに、働くための事業を行
い、障害者等の社会参加、自立を促
し、併せて地域住民との交流の場を提
供することで、互いに支えあうことの出
来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）職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

①障害者等の個別相談事業及び生活支援
事業
②障害者等の生きがいづくりに関する事業 
③障害者等の就労に関する事業 
④障害者についての理解促進に関する事業
⑤障害者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業
⑥障害者総合支援法に基づく地域生活支援
事業
⑦その他、第３条の目的を達成するために必

○ ○ ○ 2019/5/30 2019/8/9 2019/8/19 3月31日 認証済み

392
特定非営利活動法人みんなの
社会応援団

トクテイヒエイリカツドウホウジンミ
ンナノシャカイオウエンダン

三原　ゆかり 直方市大字頓野３８０番地１ 直方市

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

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

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

393
特定非営利活動法人健康たー
んとクラブ

トクテイヒエイリカツドウホウジンケ
ンコウターントクラブ

庄野　洋 田川市弓削田３４１番地１ 田川市

この法人は、地域住民に対して、健康
寿命の延伸に関する事業を行い、地域
住民の健康づくりに寄与することを目的
とする。

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

（１）健康寿命の延伸に関するイベントの企画
運営事業
（２）健康寿命の延伸に関する情報提供事業
（３）健康寿命の延伸に関する調査研究事業

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



394 ＮＰＯ法人遠賀学童クラブ
エヌピーオーホウジンオンガガクド
ウクラブ

山口　謙吾
遠賀郡遠賀町大字今古賀５
１３番地

遠賀町

この法人は、保護者の就労等により放
課後及び休校日において保育を必要と
する遠賀町内の小学校に在籍する児
童に対して、安心・安全で健康的な生
活の場を継続的に提供する学童保育
事業を行うとともに、保護者の仕事と子
育ての両立を支援する活動を行い、子
育てしやすく健全で豊かな地域社会の
形成に寄与することを目的とする。

（１）子どもの健全育成を図る活動
（２）男女共同参画社会の形成の促進
を図る活動 
（３）まちづくりの推進を図る活動

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

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

395 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

396
特定非営利活動法人学童保育
おごおり

トクテイヒエイリカツドウホウジンガ
クドウホイクオゴオリ

後藤　悠子 小郡市小郡２５５番地１ 小郡市

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

（１）子どもの健全育成を図る活動 
（２）まちづくりの推進を図る活動 
（３）男女共同参画社会の形成の促進
を図る活動 
（４）前３号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．小郡市内における放課後児童クラブの運
営に関する事業 
２．地域住民、他団体との交流及び協力事業
３．子育て支援にかかる環境向上のための
情報提供、調査研究及び提言に関する事業 
４．放課後児童クラブ支援員の育成事業

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

397
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

398
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

399
特定非営利活動法人八女あき
やもり

トクテイヒエイリカツドウホウジンヤ
メアキヤモリ

堤　裕一郎 八女市黒木町黒木４０番地 八女市

この法人は、八女市における空き家問
題解決の一助となるべく、所有者と行
政双方の空き家問題解決をサポート
し、八女市の移住・定住促進、観光業
および商工業の活性化並びに地域振
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）観光の振興を図る活動
（３）農山漁村又は中山間地域の振興
を図る活動 
（４）経済活動の活性化を図る活動

（１）空き家・耕作放棄地等を活かしたまちづく
り事業
（２）中山間地域の観光振興事業
（３）地域商店街活性化のまちづくり事業 
（４）移住定住及び地域振興等のまちづくり事
業

○ ○ ○ ○ 2019/8/19 2019/9/25 2019/10/7 3月31日 認証済み

400 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

401 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

402
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

403
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

404
ＮＰＯ法人さくらねこサポートＯ
ＧＯＲＩ

エヌピーオーホウジンサクラネコサ
ポートオゴオリ

吉田　直子 小郡市大崎８２３番地１１ 小郡市

この法人は、福岡県小郡市を中心に
「一般市民への適正な猫の飼育方法に
関する啓発活動」、「野良猫へのＴＮＲ」
及び「譲渡会による里親探し」を実施
し、飼い主による猫の遺棄及び野良猫
の繁殖に伴う猫の殺処分を減らし、人と
猫が共生できるまちづくり推進を目的と
する。 
※ＴＮＲ：猫を捕獲し（Ｔｒａｐ）、不妊／去
勢手術を施して（Ｎｅｕｔｅｒ）、元の場所に

（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）環境の保全を図る活動

①猫の適正飼養に関する啓発活動事業
②猫の保護、一時飼養及び里親探し
③ＴＮＲの実施
④地域猫活動に関する啓発活動事業

①物品販売事業
②チャリティー事業

○ ○ ○ ○ 2020/3/17 2020/4/20 2020/4/24 3月31日 認証済み

405
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

406
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

407 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

408
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

409 特定非営利活動法人輝き
トクテイヒエイリカツドウホウジンカ
ガヤキ

津留　夕紀・石丸　真実春日市惣利６丁目８９番地 春日市

この法人は、障がい児者及びその家族
に対して、「地域心身の健康を守り、安
全な生活が送れるように」という願いの
もと「児童福祉法に基づく障害児通所
支援事業・障害児相談支援事業」及び
「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）に基づく就労支
援、相談支援事業」などを行う。また、
地域住民に対しても障害児者の理解を
促進させるための啓発事業を行うこと
で障害者福祉の増進、子どもの健全育

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

①児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
②障害者総合支援法に基づく障害福祉サー
ビス事業
③児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
及び障害者障害総合支援法に基づく特定相
談支援事業
④障害児者への理解を促進するための普及
啓発事業
⑤上記項目に関する情報提供事業

①物品販売事業 ○ ○ ○ ○ ○ 2020/6/4 2020/7/20 2020/7/22 3月31日 認証済み



410 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

411
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

412 ＮＰＯ法人炭鉱電車保存会
エヌピーオーホウジンタンコウデン
シャホゾンカイ

藤原　義弘
大牟田市大字吉野２１６１番
地の３

大牟田市

この法人は、大牟田・荒尾地域の住民
に対して、両地域をまたいで敷設されて
いた三池炭鉱専用鉄道を支えた炭鉱
電車を、地域の宝としてまちづくり活動
を展開する事業を行い、地域の活性化
へ寄与することで、炭鉱電車と三池炭
鉱専用鉄道敷跡の風景を次世代に残
し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）観光の振興を図る活動
（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）炭鉱電車の魅力を伝えるガイド事業 
（２）炭鉱電車の魅力を伝え、地域を活性化さ
せるための人材を育成する事業 
（３）まちづくりの推進を図る講演会、交流会、
講習会、学習会、展示会の開催
（４）炭鉱電車並びに三池炭鉱専用鉄道に関
する調査研究事業
（５）炭鉱電車並びに三池炭鉱専用鉄道敷跡
の保全、活用のためのトラスト運動
（６）炭鉱電車の魅力を伝える物品の販売事
業

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

413 ＮＰＯ法人メッタークラブ
エヌピーオーホウジンメッタークラ
ブ

水町　秀展
福津市花見が丘一丁目３番
１２号

福津市

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

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

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

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

414 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


