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1
特定非営利活動法人グリーン
ハウジング

トクテイヒエイリカツドウホウジング
リーンハウジング

山田　秀典
福岡市博多区博多駅前二丁
目１番１号

福岡市博多区

福岡県北九州市小倉北区紺
屋町１２番４号
東京都港区東新橋二丁目１４
番１号

この法人は、住宅の所有者を対象とし
て、建築廃棄物等の削減に関する助
言・提案、住宅の安全性能の保全によ
る長期使用化への相談・支援、住宅用
資材・部品のリサイクルの促進等の事
業を行い、住生活に関する資源・環境
問題の解決に寄与することを目的とす

１．環境の保全を図る活動

１．建築廃棄物及び粗大不用物の投棄・放置
の防止ならびに住宅の増改築にともなう廃棄
物の減少のための助言・提案
２．住宅の維持管理及び補修・改善について
の相談ならびに住宅の日常の修繕に困難が
ある高齢者・障害者等の支援
３．情報誌の発行

１．住宅の維持管理等の受託管理事業
２．住宅の維持管理等に必要な用具等
の販売事業
３．住宅の維持管理等の施工に関する
単価、方法、品質等の格付け事業
４．情報誌を用いた広告事業

○ 1999/7/30 1999/11/4 1999/11/17 12月31日 認証済み

2
特定非営利活動法人ジャパン
ヘスティア協会

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ジャパンヘスティアキョウカイ

藤原　康弘
福岡市中博多区中洲中島町
3-10

福岡市博多区
東京都渋谷区代々木二丁目5
番1号

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

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

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

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

3
特定非営利活動法人人と自然
環境を考える会　フロンティア

トクテイヒエイリカツドウホウジンヒ
トトシゼンカンキョウヲカンガエル
カイフロンティア

筬島　　裕
大川市大字中古賀７６６番地
２

大川市
埼玉県川口市大字芝７０１６
番地の２２

この法人は「大切にしよう水と緑の地
球」をスローガンとし、近年化学物質等
に蝕まれていく生活環境や自然環境な
どの悪循環改善を大綱として、これらに
関する改善知識の向上および回復等
に付与する事業を行い、日本国民全体
の日常健康生活においての健康レベ
ルや福祉レベルの向上、および農業や
林業を含む環境の保全、無農薬有機
肥料育成等を推進して、健康改善や自
然環境への悪影響の軽減を行う。¦ま
た、子供たちの健全育成を図るため
に、自然との触れ合う場を設けることに
資する事業を行うことにより、情操教育
の場を育て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．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．食、住習慣改善指導事業
２．日常の健康維持改善講座事業
３．子どもの情操教育における屋外活動事業
４．子どもと大人の植物育成共同作業事業
５．農、林育成及び無農薬有機肥料の活用
指導事業
６．薬草及びバイオを取入れた土壌改善や循
環型育成事業
７．環境伐採等の自然木を活用した生活空間
改善事業
８．自然石や自然物を有効利用する水の環
境改善事業
９．ホームページ掲載及び機関紙発行などの
広報事業

１．有機肥料販売事業
２．無農薬及び有機肥料野菜販
売事業
３．国産材使用のインテリア用品
及び部品販売事業

○ ○ ○ 2003/7/11 2003/10/1 2003/10/8 9月30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クリエイ
ティブ・スローライフ

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
リエイティブ・スローライフ

井下田　清智 行橋市大橋３丁目９－１０ 行橋市 大分県中津市中殿５６３－１

この法人は、各専門分野の人々が、ま
ちづくり、社会教育、環境、情報、福祉
等のテーマで､住民参画を基本に活動
を行うとともに、さまざまな分野の情報
交換・連携の機会を設け、市民がゆとり
ある暮らしを実感できる自己実現の場・
福祉社会の創造に寄与することを目的
とする。

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

１．国及び地方公共団体等の施設管理・運営
委託を受けて地域住民に対して公共サービ
スの提供を行う事業
２．国及び地方公共団体等からの調査研究
受託業務
３．廃棄物、リサイクル、浄化槽等に関する調
査、研究、各種交流連携事業
４．森林、河川、湖沼、海等に関わる自然環
境の調査、研究事業
５．地域資源を活用した体験型学習、地域の
人材育成に関わる事業
６．地域活性化モデル調査、企画、運営事業
７．パーソナルコンピューター及びインター
ネットの利用活動に関する知識及び技術の
教育の養成事業
８．インターネット及びネットワークシステムの
構築及び設定に関する事業 
９．情報化社会の発展を図る活動を行う団体
の交流会開催事業
１０．学術、芸術、文化、スポーツのイベント
企画事業
１１．事業を推進するための展示会、講演
会、研究会、講習会、発表会、人形劇等の開
催および講師派遣事業
１２．健康、医療および福祉に関する調査、研
究、各種連携事業
１３．地域ボランティア活動への参画

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

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

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

浅海　久美子
福岡市東区箱崎五丁目１１
番

福岡市東区 山口県周南市富田二丁目

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

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

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

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

8
特定非営利活動法人全国街道
交流会議

トクテイヒエイリカツドウホウジンゼ
ンコクカイドウコウリュウカイギ

藤本　貴也
福岡市早良区室見1丁目10
番12号

福岡市早良区

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

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

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

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

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

9
特定非営利活動法人タウン・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

10
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

11
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

12
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

13
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

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

山田　隆
うきは市吉井町千年６８番地
１号

うきは市
神奈川県藤沢市亀井野１丁
目３１番６号

この法人は、広く一般市民を対象とし、
特にアトピー性皮膚炎疾患者並びにそ
の家族等に対して、アトピー性皮膚炎
に関する情報の収集、検証、提供に関
する事業を行い、これら患者の健康増
進に寄与することを目的とする。

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

１．アトピー性皮膚炎に関わる情報のデータ
ベース構築及びその活用事業
２．アトピー性皮膚炎疾患者の心身のケア及
び社会復帰を支援する事業 
３．交流会、講演会、展示会等のイベントを開
催する事業
４．アトピー性皮膚炎症状改善のための補助
商品の検証・紹介及び推薦事業
５．環境がアトピー性皮膚炎に与える影響を
調査・研究し、環境保全・改善を進める事業

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

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



15
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

16
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

17
特定非営利活動法人ふれあい
ネット春日

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
レアイネットカスガ

宮﨑　勉 春日市宝町2丁目32番地1 春日市

この法人は、春日市及びその周辺地域
の住民に対して、高齢者、障害者等の
お手伝いに関する事業や、市民の健康
増進及び保安・安全に関する事業に関
する事業等を行い、住み良い社会環境
作りに貢献し、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．環境の保全を図る活動 
３．地域安全活動

１．高齢者、障害者等のお手伝いに関する事
業
２．公共管理施設等樹木の剪定、消毒及び
除草等に関する事業 
３．高齢者住宅等の清掃・小修理等に関する
事業
４．各種の保安、安全等に関する事業
５．刊行物の配布等を通じた高齢者の健康づ
くり事業 
６．健康増進に関連する施設の管理運営受

民間事業所施設の保安警備等受
託事業

○ ○ ○ 1999/5/28 1999/9/29 1999/10/4 3月31日 認証済み

18
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

19
特定非営利活動法人福岡県ほ
たるの会

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クオカケンホタルノカイ

清水　傳 古賀市筵内１３７３番地４ 古賀市

この法人は、一般県民に対して、ホタル
をはじめ水生生物の復活と保全に関す
る事業を行い、自然と人間の共生に寄
与することを目的とする。

１．環境の保全を図る活動

１．ホタルなどの人工飼育及び放流 
２．ホタルなどの水生生物のための環境づく
り 
３．ホタルなどの生態に関する調査、研究 
４．各種イベントなどを通じた啓発、提言 

○ 2000/10/30 2001/2/21 2001/3/7 3月31日 認証済み

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

高田　猛
北九州市小倉北区黄金２丁
目４番８号

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

この法人は、社会就労を願う障害者に
対して、就労支援に関する事業 を行
い、差別のない地域社会づくりに寄与
することを目的とする。

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

１．障害者に対する就労支援に関する事業 
２．障害者による文化、芸術作品の普及に関
する事業
３．障害者を持つ親に対するピア・カウンセリ
ング事業及びカウンセラーの育成に関する事
業
４．社会福祉施設での生産品の紹介に関す
る事業
５．環境保全問題（ダイオキシン・ごみ処理）
教育に関する事業
６．ボランティア及び社会福祉団体への支援
に関する事業
７．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業

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

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

清水　佳香 古賀市天神1丁目19番21号 古賀市

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

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

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

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

22
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

23
特定非営利活動法人直方川づ
くりの会

トクテイヒエイリカツドウホウジンノ
オガタカワヅクリノカイ

坂本　榮治 直方市溝堀３丁目６番４１号 直方市

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
に関する各種情報の収集及び提供、河
川の環境をはじめとした川の環境保全
のための企画、計画、技術開発、各種
環境教室の実施等に関する事業を行
い、環境の保全に寄与することを目的
とする。

１．環境の保全を図る活動

１．環境保全に関する情報の収集及び提供
に関する事業
２．環境保全に関する企画及び技術の開発
に関する事業
３．環境保全に関する教育の実施に関する事
業
４．環境保全に関する計画の策定に関する事
業

○ 2002/11/7 2003/2/19 2003/3/3 3月31日 認証済み

24
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

25
特定非営利活動法人古賀新宮
子ども劇場

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
ガシングウコドモゲキジョウ

金子　佐知子
古賀市花見南３丁目１２番３
号

古賀市

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

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

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

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

26 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

27
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

28
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

29
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

30
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

31
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



32 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

33
特定非営利活動法人自然農ア
グリコミュニティ

トクテイヒエイリカツドウホウジンシ
ゼンノウアグリコミュニティ

岡部　喜義 大野城市筒井1丁目4番22号 大野城市

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

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

１．休耕地を活用した家庭菜園の普及事業
２．自然農法野菜栽培の普及事業
３．栽培と収穫を体験させる事業
４．自然農法の情報提供事業

１．自然農法野菜販売事業
２．宣伝広告事業

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

34 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

35
特定非営利活動法人２１世紀
の森林づくり

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
ジュウイチセイキノモリヅクリ

赤羽　昭一郎 大川市大字小保３５６番地２ 大川市

この法人は、間伐材を利用した木製ダ
ボ接合による木製パレットの研究・開
発・普及を図ることによって間伐事業を
促進し、併せて植林活動を通じて、日
本並びに世界の森林の健全な保全及
び育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．社会教育の推進を図る活動
３．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１、間伐、植林事業
２．苗木、植林資材の仕入・販売事業
３．河川及び海洋の水環境保全活動
４．環境保全並びに環境保全推進につなが
る社会教育に関するイベント、キャンペーン
の企画、立案、運営並びに実施
５．環境保全及びそのイベント等に関する商
品の企画・製作・販売事業
６．環境保全に関する書籍、ＤＶＤ、ＣＤ等の
企画・製作・販売事業
７．木製ダボ接合による木製パレット及びボ
ンドの研究・開発事業
８．木製ダボ接合による木製パレット及びボ
ンドの啓蒙・広告宣伝・普及事業
９．木製ダボ接合による木製パレット及びボ
ンドの製造・仕入・販売事業
１０．廃パレットのリサイクル事業 
１１．その他目的を達成するために必要な事

○ ○ 2003/11/26 2004/3/25 2004/3/31 3月31日 認証済み

36
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

37
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

38
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

39
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

40
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

41
特定非営利活動法人楽楽たす
けあいの会

トクテイヒエイリカツドウホウジンラ
クラクタスケアイノカイ

吉田　里美
糟屋郡新宮町夜臼２丁目３
番７号

新宮町

この法人は、自然環境および食育をは
じめとした地域住民が心身共に健やか
に楽しく安心して過ごせるよう充実した
環境とサービスを提供し、又、健常者と
障害者がともに親睦を深めることの出
来る機会を創造し、福祉の増進と心豊
かな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．環境の保全を図る活動

１．自然公園に関する管理運営受託事業
２．食育及び環境保全に関する調査・研究及
び広報啓発・講師派遣事業
３．自然農園、ハーブ園、薬草園の開設及び
運営事業
４．福祉作業所の運営事業
５．地域住民の交流を促進するためのイベン
ト開催事業
６．その他この法人の目的を達成するための
事業

○ ○ ○ 2005/1/20 2005/5/18 2005/6/3 6月30日 認証済み

42
ＮＰＯ法人ＮＩＴカウントボードＳ
ＢＯ会

エヌピーオーホウジンエヌアイティ
カウントボードエスビーオーカイ

小田　徹
京都郡苅田町新津1丁目１１
番地１西日本工業大学内

苅田町

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

１．社会教育の推進を図る活動
２．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
３．環境の保全を図る活動
４．科学技術の振興を図る活動
５．子どもの健全育成を図る活動

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

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

43
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

44
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

45 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

46
特定非営利活動法人福岡県浄
化槽水質検査協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クオカケンジョウカソウスイシツケ
ンサキョウカイ

諫山　武美 飯塚市大字堀池１７０番地 飯塚市

この法人は、浄化槽の製造、設置工
事、管理、清掃業務に携わってきた経
験を基に、浄化槽に関する正しい知識
の普及に努めると同時に、製造、管
理、清掃技術の向上のための研究並
びに適正な工事の促進を図ることに
よって、住民の生活環境の保全及び公
衆衛生の向上に寄与することを目的と
する。

１．環境の保全を図る活動
２．消費者の保護を図る活動

１．浄化槽の製造技術及び管理、清掃技術
並びに設置工事についての調査・研究及び
評価を通しての行政や浄化槽に携わる各業
界団体、利用者への提言、助言を行う事業 
２．浄化槽の適正な設置工法、使用方法の普
及を図るための優良工事者の斡旋、研修、
講演会等の開催及び広報事業
３．依頼に応じ、浄化槽、下水道、上水道の
水質検査の受託をし、生活環境の向上を図

○ ○ 2005/9/28 2006/1/4 2006/3/13 3月31日 認証済み

47
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



48
特定非営利活動法人自由人権
同和会

トクテイヒエイリカツドウホウジンジ
ユウジンケンドウワカイ

米谷　禮一
田川郡川崎町大字川崎２３６
番地の３５

川崎町

この法人は、広く一般の人達に対して、
社会教育の推進、人権啓発推進、男女
共同参画社会の促進、職業能力の開
発、子供の健全育成、環境の保全に関
する事業を行い、社会差別の撤廃、人
権差別の撤廃並びにこれら雇用機会の
拡充、青少年の健全な育成、地域社会
の環境の整備に寄与することを目的と
する。

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

１．人権に関わるシンポジウム・出版活動・社
会人生涯教育講演等の企画と実施
２．障害者や高齢者等の職業訓練・就労支援
を図る事業 
３．子供たちの野球チームを作り交流を図る 
４．山道・河川・公演・街路等の環境整備事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ 2005/12/21 2006/3/27 2006/3/31 2月28日 認証済み

49 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

50
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

51 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

52
特定非営利活動法人久留米地
球市民ボランティアの会

トクテイヒエイリカツドウホウジンク
ルメチキュウシミンボランティアノ
カイ

野嶋　さよえ
久留米市宮ノ陣５丁目１２番
５８号

久留米市

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

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

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

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

53
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

54
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

55
特定非営利活動法人水圏環境
研究所

トクテイヒエイリカツドウホウジンス
イケンカンキョウケンキュウショ

島谷　幸宏
太宰府市大字内山１０９８番
地１

太宰府市

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

１．環境の保全を図る活動 
２．前号に掲げる活動を行う団体の運
営又は活動に関する連絡、助言又は
援助の活動

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

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

56
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

57
特定非営利活動法人日本善力
機構

トクテイヒエイリカツドウホウジンニ
ホンゼンリキキコウ

高野　ジョヂュウヂン
鞍手郡鞍手町大字中山２９９
７番地６３

鞍手町

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

１．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
２．環境の保全を図る活動
３．国際協力の活動
４．情報化社会の発展を図る活動 
５．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
６．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．学術、文化、芸術又はスポーツの講演
会、イベント開催事業
２．学術、文化、芸術又はスポーツによる教
育事業
３．文化、スポーツに関する指導者育成事業 
４．文化、スポーツに関する施設の管理、運
営事業
５．国際協力に関する国内外機関との連携活
動及び情報提供事業
６．環境に関わる国内外機関との連携活動及
び情報提供事業
７．環境に関する廃材、機械、機材等のリサ
イクル事業
８．環境の保全に関する啓発商品の企画、製
造、販売事業
９．ＩＴの技術及び利用に関する啓発、普及事
業
１０．第３条の目的を達成するために必要な
指定管理者制度に係る施設の管理、運営、
受託事業
１１．第４条各号に関する活動を行う団体の
パートナーシップの形成の支援事業

１．街頭募金事業
２．物品販売事業

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

58
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

59
特定非営利活動法人２１世紀
世界健康環境ネットワーク

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

友永　厚子
大野城市曙町３丁目４番１２
号

大野城市

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

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

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

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

60 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

61
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

62
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



63
NPO法人ミュージアムIPMサ
ポートセンター

エヌピーオーホウジンミュージアム
アイピーエムサポートセンター

新原　茂春
筑紫野市大字本道寺３８５番
地４

筑紫野市

この法人は、文化財を後世に守り伝え
るための施設である博物館、美術館、
展示館等の文化財保存展示施設にお
ける総合的有害生物管理（以下IPMと
いう）を支援し、貴重な歴史的遺産であ
る文化財の保存、展示環境の維持向
上を図り、広く社会に貢献することを目
的とする。

１．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
２．環境の保全を図る活動
３．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．文化財保存展示施設の環境管理（湿潤
度、清浄度、有害生物管理等）事業
２．文化財保存展示施設の環境向上を目的
とした各種調査実験及び解析事業
３．文化財保存展示施設で活動するボラン
ティアに対するIPMの教育普及事業
４．文化財保存展示施設（各種ミュージアム）
を対象としたIPMの啓発活動及び支援事業
５．文化財保存展示施設の環境管理機器
リース事業
６．広く一般市民を対象としたIPM教育に関す
る支援事業

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

64
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

65 ＮＰＯ法人石けん愛好会
エヌピーオーホウジンセッケンアイ
コウカイ

野田　佐智子
久留米市南町一丁目15番地
11－8

久留米市

この法人は、市民に対して廃油石けん
の製造と利用に関する事業を行い、
もって地球環境の保全と人類の健康保
持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．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動

１．廃油石けんの利用促進に関する普及啓
発事業
２．環境保全に関するアドバイザー養成事業
３．環境保全に関する他団体との交流事業 
４．廃油石けんに関する調査研究開発事業

○ ○ ○ 2007/9/20 2007/12/26 2008/1/23 12月31日 認証済み

66
特定非営利活動法人体験教育
研究会ドングリ

トクテイヒエイリカツドウホウジンタ
イケンキョウイクケンキュウカイド
ングリ

正平　辰男 飯塚市有安９５８番地１ 飯塚市

この法人は、子どもの生活体験と子ど
もの成長の関係性を研究しながら、生
活体験プログラムの企画と実践を通し
て子どもの健全な育成を図ることを目
的とする。また、生活体験の補完と削減
を同時調整しながら、不登校の子ども
に対する支援と教育を行う。あわせて、
その過程における保護者や地域住民
のプログラム実施への貢献活動や研修
を通して、地域住民の絆を回復し創造
しながら、地域の教育力を向上させるこ
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．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

１．通学合宿の企画と実施
２．不登校児童生徒への支援・教育
３．児童生徒の成長発達と生活体験の関係
性に関する研究
４．ドングリの育苗・植林や生ゴミから堆肥を
作る活動や動物の飼養など、人間の生活と
環境の関係性に関する実践と啓発・研究
５．高齢者の地域・社会参加プログラムの開
発と実践
６．生活体験教育に携わる人材の育成 
７．子どもの健全育成に関する人材の育成 
８．第３条の目的を達成するために必要な指
定管理者制度に基づく施設の管理運営受託

１．農産物の販売事業 ○ ○ ○ ○ 2007/10/31 2008/1/30 2008/2/5 3月31日 認証済み

67
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

68
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

69
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

70
特定非営利活動法人艶輝アシ
スト

トクテイヒエイリカツドウホウジンツ
ヤキアシスト

村井　義之
糟屋郡志免町南里６丁目３
番１７－３０１号

志免町

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

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

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

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

71 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

72
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

73
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

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

眞田　ヤヱノ
久留米市野伏間１丁目１５番
２３号

久留米市

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

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

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

１．物品及び食品の販売、紹介事
業
２．広告掲載事業

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

75
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

76
特定非営利活動法人ＪＡＰＡＮ
ビーチサッカー・ネットワーク

トクテイヒエイリカツドウホウジン
ジャパンビーチサッカー・ネット
ワーク

伊藤　寛之 宗像市池田3100番地１１２ 宗像市

この法人は、スポーツを愛する人々に
対して、ビーチサッカーなどのビーチス
ポーツの発展に関する事業を行い、ス
ポーツ・文化の振興、青少年の健全な
心身の育成、国際交流並びに環境保
全に寄与することを目的とする。

１．社会教育の推進を図る活動
２．文化・芸術又はスポーツの振興を
図る活動
３．環境の保全を図る活動
４．子供の健全育成を図る活動
５．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言また
は援助の活動

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

１．関連グッズの企画・製作・販売
事業
２．広告代理事業

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

77
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

78
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

79 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

80
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



81
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

82
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

83
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

84
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

85
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

86
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

87
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

88
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

89
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

90
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

91 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

92
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

93
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

94
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

95
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

96 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

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

今村　一宏
田川市大字弓削田１７６５番
６

田川市

この法人は、主に障がいのある方、養
護児童、求職困難者等に対し、障害福
祉サービス事業等、小規模住居型児童
養育事業、無料職業紹介事業などの自
立を援助するための各種事業を行い、
地域福祉の向上に寄与することを目的
とする。

１．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動
２．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
３．社会教育の推進を図る活動 
４．男女共同参画社会の形成の促進を
図る活動
５．子供の健全育成を図る活動 
６．経済活動の活性化を図る活動 
７．環境の保全を図る活動 
８．前各号の活動を行う団体の運営又
は活動に関する連絡、助言又は援助
の活動

１．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス及び地域生活支援事業並びに相談
支援事業
２．雇用の啓発に関係する諸団体等への情
報支援事業
３．福祉及び町づくりに関する情報提供事業
４．地域の環境再生、保全に関わる事業
５．無料職業紹介事業
６．児童福祉法に基づく小規模住宅型児童養
育事業
７．その他、第３条の目的を達するために必
要な事業

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



98 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

99
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

100 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

101
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

102 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

103 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

104
特定非営利活動法人大牟田旬
鮮組

トクテイヒエイリカツドウホウジンオ
オムタシュンセングミ

古賀　正廣
大牟田市大字倉永３９８２番
地１

大牟田市

この法人は、大牟田で生産される農産
物（加工品含む）を通じ、農業に従事す
る者、団体、消費者との交流や支援を
行い、活力ある地域農業の実現に寄与
することを目的とする。

１．環境の保全を図る活動
２．消費者の保護を図る活動
３．子どもの健全育成と社会教育の推
進を図る活動 
４．経済活動の活性化を図る活動
５．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

１．農産物の地産地消推進事業
２．地域農産物の加工販売の促進
３．体験農業による子どもの健全育成を図る
活動
４．農業体験による能力開発の支援活動
５．農産物の安全・安心に対する推進 
６．農産物の栽培技術に関する情報収集と開
示および指導

○ ○ ○ ○ ○ 2010/8/17 2010/11/26 2010/12/8 3月31日 認証済み

105
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

106
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

107
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

108
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

109 ＮＰＯ法人福岡ふれんず
エヌピーオーホウジンフクオカフレ
ンズ

古川　弘幸 古賀市薦野１１４１番地 古賀市

この法人は、高齢者や障がいをもった
方々を中心とした広く一般市民を対象と
して、活き活きとした活力のある人生を
過ごしてもらうために活動を行う。介護
や看護状態にならないための健康づく
りのための事業、セミナー、講演等を行
う。また就労支援のための教室や雇用
促進事業を行う。高齢者には自宅で元
気に過ごしてもらえるように、住宅補修
や片付け等の事業を行い、よりよい生
活環境を整えていくことを目的とする。

(1)　保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
(2)　社会教育の推進を図る活動 
(3)　学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
(4)　環境の保全を図る活動 
(5)　子どもの健全育成を図る活動 
(6)　職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
(7)　前号に掲げる活動を行う団体の運
営又は活動に関する連絡、助言又は
援助の活動

①　高齢者、障がい者その他一般市民の体
力増進事業
②　高齢者及び障がい者の安否確認事業
③　退職者等に関する労働の提供事業
④　退職者、障がい者等に関する労働の情
報収集提供事業
⑤　退職者、障がい者等に関する労働の相
談支援事業
⑥　退職者、障がい者等に関する技能取得
事業
⑦　退職者、障がい者その他一般市民の生
活環境改善事業

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

110 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

111
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

112 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

113
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



114 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

115 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

116 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

117 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

118 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

119
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

120 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

121 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

122 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

123
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

124 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

125
特定非営利活動法人ＣＯＣＯＲ
Ｏ日本リンパ経絡整体普及協
会

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
コロケイラクセイタイフキュウキョウ
カイ

石山　剛嗣
北九州市小倉北区米町１丁
目１番１２号

北九州市小倉北区

京都府京都市中京区小川通
御池下ル壺屋町４５７番地２
西村ビル１階
愛知県名古屋市名東区貴船
３番地２４１０

　この法人は、健康及び整体施術に関
心がある人々に対して、整体施術、そ
の他健康増進の技術の普及、推進に
関する事業並びに人材の育成及び教
育に関する事業を行い、すべての人が
健康で快適な生活を送れる明るい社会
の実現及び雇用機会の創出など広く社
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）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）健康増進の技術の普及、推進に関する
事業
　（２）整体施術の知識及び技術を習得するた
めのセミナー開催に関する事業
　（３）社会的奉仕活動の実施

○ ○ ○ 2012/3/6 2012/6/5 2012/6/19 12月31日 認証済み



126
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

127
特定非営利活動法人オールグ
リーン

トクテイヒエイリカツドウホウジン
オールグリーン

福地　圭介 飯塚市大日寺５１２番地３０５ 飯塚市

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

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

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

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

128
NPO法人九州山口CO2カウン
セラー協会

エヌピーオーホウジンキュウシュ
ウヤマグチシーオーツーカウンセ
ラーキョウカイ

吉見　一郎 古賀市舞の里4丁目27番1号 古賀市

この法人は、地域社会等に対して、地
球温暖化対策を実践するために会員
の専門的知識を高め、これを踏まえ地
域や職場において環境保全活動の実
践および指導、アドバイスを行いその
暮らしの質的向上に寄与することを目

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.学術、文化、芸術の振興を図る活動

1.地球温暖化防止対策事業
2.地域の文化・風土の環境保全事業
3.グリーン製品の普及事業
4.１～３に係る出版事業

○ 2012/5/10 2012/8/14 2012/8/21 6月30日 認証済み

129 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

130
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

131
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

132 特定非営利活動法人輝望
トクテイヒエイリカツドウホウジンキ
ボウ

三池　由佳利 那珂川市西畑６２８番地２０ 那珂川市

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

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

１．地球温暖化対策事業
２．高齢者福祉サービス事業
３．その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

１．電気製品の設置工事事業
２．物品販売事業

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

133 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

134
ＮＰＯ法人円陣スペースエンジ
ニアリングチーム

エヌピーオーホウジンエンジンス
ペースエンジニアリンクチーム

當房　睦仁
久留米市津福本町２２９０番
地の１

久留米市

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

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

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

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

135
特定非営利活動法人国際交流
支援ネットワーク

トクテイヒエイリカツドウホウジンコ
クサイコウリュウシエンネットワー
ク

白岩　和幸
久留米市通町６番２３号栄電
舎ビル４Ｆ

久留米市

この法人は、人道支援と国際貢献を行
うことに対して、生活基盤整備や教育
施設改善に関する事業を行い、主に再
生可能なエネルギー等を中心とした経
済基盤拡充を通じて、人々の交流と相
互理解を促進する。また、社会的に困
難な状況にある人々の自立のための
支援や国境を越えた人々の連帯をは
かることに寄与することを目的とする。

１．社会教育の推進を図る活動
２．学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
３．環境の保全を図る活動
４．災害救援活動
５．国際協力の活動
６．子どもの健全育成を図る活動
７．科学技術の振興を図る活動
８．経済活動の活性化を図る活動
９．前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

１．生活基盤拡充事業
２．教育施設改善事業
３．再生可能エネルギー普及促進事業
４．国際協力に関する情報提供事業

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

136
特定非営利活動法人ＳＰＥＲＡ
森里海・時代を拓く

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝｽﾍﾟﾗﾓﾘｻﾄｳ
ﾐ･ｼﾞﾀﾞｲｦﾋﾗｸ

内山　里美 柳川市椿原町４５番地 柳川市

この法人は、水辺とそこに住む人間に
対して、森里海連環の哲学、人と自然
のつながり、水辺環境の保全と改善に
関する事業を行い、環境教育と特に子
供達の未来に寄与することを目的とす

１．社会教育の推進を図る活動 
２．環境の保全を図る活動 
３．子供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．森里海連環学の教育事業
２．自然環境の保全改善事業
３．国内外の団体との交流を促進する事業
４．その他この法人の目的を達成するために
必要な事業

○ ○ ○ ○ 2012/12/18 2013/3/18 2013/3/22 3月31日 認証済み

137
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

138
特定非営利活動法人青い地球
福岡

トクテイヒエイリカツドウホウジンア
オイチキュウフクオカ

竹田　利雄
筑紫野市大字天山６６９番地
１

筑紫野市

この法人は、地球環境問題に対し、環
境への保全上の支障を防止し、環境の
改善を図り、公益の増進に寄与するこ
とを目的とする。

１．環境の保全を図る活動

１．地球温暖化対策
 イ 植物の澱粉質等を成分とする生分解性農
業用マルチシートの普及事業
 ロ きのこ栽培(暖房加湿に頼らない省エネ栽
培)の普及支援事業
 ハ きのこ栽培に必要な原材料及び資材の
製造・販売並びに貸出し事業
 ニ 酸化チタンによる光触媒(特殊塗装による
環境負荷の軽減)の普及事業
 ホ 植林事業及び植林支援事業(クヌギ他)
 ヘ 森林管理事業及び森林管理の支援指導
事業
 ト 森林及び林業・農業及び農作業の受託経
営事業
 チ 森林及び立木の販売及び賃貸の仲介
２．有害物質の土壌汚染防止
 イ バイオ菌による園芸、畜産、林業への技
術(土壌汚染しない工法)の提供
 ロ 汚泥、有害廃棄物への無害化及び凝集
等の技術(有害物質を無害化)の提供
３．リサイクル 
 イ 有機物残渣の発酵処理でのリサイクル
(高速発酵で飼料、肥料に)
 ロ 廃プラ、古タイヤのリサイクル(二次製品
から一次製品に)
４．環境美化活動
 イ 自治体発注の環境美化連動
 ロ 公共施設及び公共有効地等の環境美化
運動
５．上記各号に関する啓発・講演活動
 イ 環境問題に関する、人材、組織の育成及

１．物品販売業(水産加工品、農
産物、健康食品、福祉関連商品
の販売)
２．不動産販売業(不動産の販売
及び賃貸、仲介)
３．代理業(環境関連企業の新技
術の代理店)

○ 2003/6/24 2003/10/14 2003/10/27 3月31日 認証済み

139 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

140 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

141
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



142
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

143
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

144 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

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

柳川市

この法人は、障害者・高齢者に対して、
障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律に基づく事
業や就労支援などを行うとともに、併せ
て地域を元気にする試みとして、地域
の総合案内事業と生ゴミ等に関する事
業、情報化社会の発展を図る事業、ス
ポーツの振興を図る事業等を通して地
域住民に対しても障害者・高齢者への
理解を促進させるための、啓発事業を
行うことで福祉の増進に寄与する事を
目的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
２．観光の振興を図る活動
３．スポーツ・文化の振興を図る活動
４．環境の保全を図る活動
５．情報化社会の発展を図る活動
６．農山漁村または中山間地区の振興
を図る活動 
７．職業能力の開発または雇用機会の
拡充を支援する活動

１．地域に関わる情報の収集・提供事業・地
域の総合案内所の運営事業
２．汚泥・生ゴミ等に関するリサイクル事業（Ｅ
Ｍ菌で飼料、肥料に）
３．スポーツ・文化に関するスクール運営事
業
４．社会参加や就労を目的として行う情報機
器端末（パソコン・スマートフォンなどのＩＴ機
器）のスクール運営事業
５．農山漁村の固有資源とそのブランド化に
関する調査・研究・開発事業
６．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉
サービス事業 
７．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく地域生活
支援事業の受託事業
８．障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく相談支援
事業
９．障害者に対する就労支援事業
１０．障がい者への理解を促進するための普
及啓発事業
１１．介護保険法に基づく認知症対応型共同
生活介護事業及び介護予防認知症対応型
共同生活介護事業
１２．介護保険法に基づく福祉用具貸与事業
及び介護予防福祉用具貸与事業
１３．介護保険法に基づく小規模多機能型居
宅介護事業及び介護予防小規模多機能型
居宅介護事業

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

146
特定非営利活動法人環境人ア
シスト

トクテイヒエイリカツドウホウジンカ
ンキョウヒトアシスト

廣島　和也 古賀市薦野１０７３番地４ 古賀市

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

1.環境の保全を図る活動
2.地域安全活動
3.国際協力の活動

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

1.物品の販売事業
2.役務の提供事業

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

147
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

148
特定非営利活動法人森ん子共
同保育園

トクテイヒエイリカツドウホウジンモ
リンコキョウドウホイクケン

武藤　佳穂里
太宰府市坂本3丁目11番14
号

太宰府市

この法人は、幼児に対して豊かな自然
の中での保育活動をはじめ健全育成に
関する事業を行い、子どもと保護者が
そして地域住民が安心して「共に育つ」
ことができる環境改善に寄与することを
目的とする。

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

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

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

149 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

150
ＮＰＯ法人生活環境ネットＣ＆
Ｃ

エヌピーオーホウジンセイカツカン
キョウネットシーアンドシー

大澤　正明
大野城市緑ヶ丘3丁目12番9
号

大野城市

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

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

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

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

151 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

152
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

153
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

154
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

155
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

156
ＮＰＯ法人ありあけ子育て支援
センター

エヌピーオーホウジンアリアケコソ
ダテシエンセンター

倉岡　清児
大牟田市大字今山２２５２番
地１

大牟田市

この法人は、子育て世代の親、その子
どもたちに対して、地域に根ざした支援
及び学童保育、食農環境教育等に関
する事業を行い、未来を担う子どもたち
の健全育成に寄与することを目的とす
る。

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

１．学童保育事業
２．食農環境教育事業
３．教育コーチング推進のためのイベント開
催事業
４．炭素循環農法推進事業
５．環境問題と健康の啓発のためのイベント
開催事業
６．地域清掃活動事業
７．環境とからだにやさしい商品開発事業
８．不登校、ひきこもり、障害児等に関する事
業
９．地域コミュニティづくりに関する事業
１０．全ての事業の調査研究、情報収集事業
１１．児童福祉法に基づく障害児通所支援事
業

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



157
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

158 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

159
特定非営利活動法人むゆうげ
ん

トクテイヒエイリカツドウホウジンム
ユウゲン

木本　伸一郎
田川市大字夏吉１２０５番地
１１

田川市

　この法人は医療、介護、社会福祉、環
境保全に関する事業並びに啓発活動
を行ない、地域の人々の健康で明るい
豊かな生活の形成及び人生の最終段
階における穏やかな暮らしへの支援に
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．職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動 
３．子供の健全育成を図る活動
４．環境の保全を図る活動

１．在宅ホスピス支援事業
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．医療保険に基づく訪問看護事業
４．介護保険法に基づく訪問介護事業及び介
護予防訪問介護事業
５．介護保険法に基づく居宅介護支援事業
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障害福祉
サービス事業
７．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 
８．介護員養成研修事業
９．心身障碍者の教育及び就労に寄与する
事業
10．働く親の病児保育支援事業
11．生活資源の再生利用に寄与する事業
12．啓発及び情報収集、情報発信、研究、講
演活動等事業
13．その他この法人の目的を達成するため

１．役務の提供
２．物品の販売及びあっせん

○ ○ ○ ○ 2015/1/8 2015/3/26 2015/4/3 3月31日 認証済み

160
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

161
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

162
特定非営利活動法人環境未来
センター“希望”

トクテイヒエリカツドウホウジンカン
キョウミライ“キボウ”

大中幸子
福岡市博多区奈良屋町２番
１６号

福岡市博多区
東京都千代田区一番町８番
地１５

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

（１）環境の保全を図る活動 
（２）国際協力の活動
（３）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（４）文化、芸術またはスポーツの振興
を図る活動 
（５）前各号に掲げる活動を行う団体の
運営または活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

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

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

163
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

164
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

165 特定非営利活動法人歩
トクテイヒエイリカツドウホウジンア
ユム

野見山　良太 飯塚市津島５７４番地 飯塚市

この法人は、広く一般市民に対して、野
生小動植物等の生息確認を始めとする
自然保護・自然体験に関する事業、地
域の未来を担う子ども達の各種体験に
関する事業などを行い、人を育て自然
を育む地域社会の創造に寄与すること

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る
活動
（２）環境の保全を図る活動
（３）子どもの健全育成を図る活動

①自然保護及び自然体験事業
②子ども体験塾開催事業

○ ○ ○ 2015/12/23 2016/3/25 2016/4/1 3月31日 認証済み

166
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

167
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

168 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

169
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

170
特定非営利活動法人フォー
チュンプラス

トクテイヒエイリカツドウホウジン
フォーチュンプラス

大原　進
久留米市津福今町４８３番地
１０

久留米市
福岡県三井郡大刀洗町１６７
６番地１０

この法人は、日本および世界の地域コ
ミュニティに対して、保健、医療又は福
祉の増進、社会教育の推進、まちづくり
の推進、観光の振興、農山漁村又は中
山間地域の振興、学術、文化、芸術又
はスポーツの振興、環境の保全、災害
救援活動、地域安全活動、人権の擁護
又は平和の推進、国際協力、男女共同
参画社会の形成の促進、子どもの健全
育成、情報化社会の発展、科学技術の
振興、経済活動の活性化、職業能力の
開発又は雇用機会の拡充を支援、消
費者の保護、前各号に掲げる活動を行
う団体の運営又は活動に関する連絡、
助言又は援助、前各号に掲げる活動に
準ずる事業を行い、日本、全世界に寄
与することを目的とする。

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、有害鳥獣駆除事業
２、食肉加工授業
３、食肉販売事業
４、食肉調理、レストラン事業
５、環境保護事業
６、子どもの健全育成、塾、エンターテインメ
ント学術事業
７、職業訓練事業
８、サイバーパトロール、地域安全セキュリ
ティ事業
９、保健、医療又は福祉事業
１０、社会教育事業
１１、災害救援事業
１２、人権の擁護、男女平等推進事業
１３、子どもの健全育成事業
１４、情報化社会の推進事業
１５、新しい科学技術の発展、実用化事業
１６、職業能力の開発又は雇用機会の拡充、
ブリーダー事業 
１７、動物とのふれあいを通して子どもの健全
育成、福祉に貢献するブリーダー事業等 
１８、その他、第三条に係るすべての事業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2016/6/10 2016/9/16 2016/9/23 3月31日 認証済み

171
特定非営利活動法人福岡建物
診断調査会

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クオカタテモノシンダンチョウサカ
イ

永野　明良
太宰府市連歌屋一丁目１９
番６号

太宰府市

この法人は，設計業務，建築業務，不
動産業務に携わってきた経験を基に，
建築物に関する正しい知識と技術の普
及に努めると同時に，建築物構造計算
の研究並びに適正な工事の促進を図
ることによって，住民の生活環境の保
全及び消費者の保護に寄与することを

１　環境の保全を図る活動 
２　消費者の保護を図る活動

１　依頼に応じ，建築物の構造調査を行い，
所有者に修繕計画の必要性や，適切な管理
方法についての助言，提言を行う事業
２　建築物の適正な設計，構造計算，建設工
法，管理方法，管理技術の普及を図るため
の優良工事業者の斡旋，研修，講演会等の
開催及び広報事業

○ ○ 2006/1/6 2006/3/27 2006/3/28 2月28日 認証済み

172
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

173 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



174 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

175
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

176 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

177
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

178 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

179
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

180
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

181 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

182
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

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

末廣　優一
飯塚市有井３５４番地２１庄
内ビル４０７号室

飯塚市

この法人は、筑豊地区において環境保
全活動と環境教育活動を行い、筑豊地
区の永続的な環境保全に寄与すること
を目的とする。

(1)環境の保全を図る活動 
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振
興を図る活動

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

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

184
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



185 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

186 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

187
特定非営利活動法人廃棄物地
盤工学研究会

トクテイヒエイリカツドウホウジンハ
イキブツジバンコウガクケンキュウ
カイ

島岡　隆行 糸島市西堂９５番地１２ 糸島市

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

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

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

１．環境関連コンサルティング事
業
２．環境関連技術の書籍出版事
業

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

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

山﨑　祥恵
福岡市西区室見が丘３丁目
７番５号

福岡市西区
北九州市小倉北区足立二丁
目６番２６‐１０９号

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

(1)社会教育の推進を図る活動
(2)環境の保全を図る活動 
(3)地域安全活動
(4)上記の活動を行う団体の運営又は
活動に関する連絡、助言又は援助の
活動

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

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

189
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

190
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

191
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

192 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

193
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

194
NPO法人田植え祭りいとだ３．
１５

エヌピーオーホウジンタウエマツリ
イトダサンテンイチゴー

原口　秀司 田川郡糸田町１６９８番地１ 糸田町

この法人は、地域住民及び地域の高齢
者に対して、環境保全への理解を促進
させるための啓発事業を行い、且つ高
齢者就労支援及び高齢者の就職の場
を確保することを目的とする。

（１）環境の保全を図る活動
（２）職業能力の開発又は雇用機会の
拡充を支援する活動

（１）高齢者による山林の間伐、竹林等の整
備、原野・空き地等の除草事業
（２）高齢者による山道、里道等の毀損箇所
補修工事
（３）高齢者による空き家の清掃・管理事業
（４）高齢者による引越しの手伝い 
（５）高齢者の就職支援活動

（１）物品販売事業
（２）土木工事、建築工事、造園工
事

○ ○ 2019/5/14 2019/6/17 2019/6/27 3月31日 認証済み

195
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

196
特定非営利活動法人福岡県ラ
イフセービング協会

トクテイヒエイリカツドウホウジンフ
クオカケンライフセービングキョウ
カイ

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

須恵町

この法人は、加盟する日本ライフセービ
ング協会の目的、基本及び諸規程並び
にその方針に従い、海岸をはじめとす
る福岡県内の水辺の事故防止に向け
た安全教育、監視・救助、防災・防災教
育、環境保全等を行うライフセービング
の普及・啓発及び発展に関する事業を
行い、地域住民の安全かつ快適な水辺
の利用に寄与することを目的とする。

(1)　社会教育の推進を図る活動 
(2)　学術、文化、芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
(3)　環境の保全を図る活動 
(4)　地域安全活動
(5)　子どもの健全育成を図る活動 
(6)　前各号に掲げる活動を行う団体の
運営又は活動に関する連絡、助言又
は援助の活動

(1)　ライフセービング活動としての水辺の監
視・救助活動事業
(2)　ライフセービング活動としての教育及び
普及事業
(3)　ライフセービング競技に関する事業 
(4)　ライフセービング活動を行う個人または
団体に対する管理及び監督、助成事業
(5)　その他この法人の目的を達成するため
に必要な事業

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

197
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

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

川口　進 糸島市瑞梅寺９３９番地 糸島市

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

（１）農山漁村又は中山間地域の振興
を図る活動 
（２）学術・文化・芸術又はスポーツの
振興を図る活動 
（３）環境の保全を図る活動

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

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

199 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

200
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

201
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

202 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



203 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

204
特定非営利活動法人フードバ
ンク飯塚

トクテイヒエイリカツドウホウジン
フードバンクイイヅカ

井上　節子 飯塚市長尾１２８１番地１７ 飯塚市

この法人は、住民に対し、廃棄する食
品を有効に活用するため、企業や個人
から食品の提供を受け、その食品を必
要としている生活困窮者や福祉施設・
団体に届けるフードバンクシステムを構
築し、また、同時に食品ロスの削減に
努めることで、支えあいと豊かな地域社
会を創ることを目的とする。

（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）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）災害救援活動

（１）フードバンク事業
（２）その他この法人の目的達成に必要な事
業

○ ○ ○ ○ ○ 2020/11/18 2020/12/22 3月31日 認証済み


