
特定非営利活動法人の設立認証一覧（令和4年4月～） 令和4年12月31日現在

1 令和4年4月15日
特定非営利活動法
人グロースカンパ
ニー

尼崎市長洲本通１丁
目７番1号

小笹　和也
この法人は、障がい者に対して、自立向上に関す
る事業を行い、障害福祉に寄与することを目的と
する。

2 令和4年4月15日
特定非営利活動法
人KOKUA

加古川市平岡町新在
家1449

小島　直也

この法人は、障がい者をはじめ、あらゆる就業が
困難な方に対して、労働権及び、自立の確立をめ
ざし、既存の労働者市場の支援に加え、生産能力
の低い労働者の社会参加を可能とする新規労働者
市場の開拓支援事業を行い、その結果を広く社会
に啓発することで、共生社会の実現に寄与するこ
とを目的とする。

3 令和4年4月22日
特定非営利活動法
人Lien

明石市朝霧東町２丁
目11番20号

平野　秀昭
この法人は、子育て世代の親や保育業務従事者に
対して、子育て支援に関する事業を行い、幸せで
豊かな子供の育成に寄与することを目的とする。

4 令和4年5月12日
特定非営利活動法
人ストップ・ザ・
アスベスト

西宮市甑岩町６番25
号

上田　進久

この法人は、ノン・アスベスト社会の実現に向け
て、市民の立場で安全対策に注目して情報を収集
し、学術会議等での問題提起や提言を行う。特
に、身近で起こる解体問題の相談窓口として住民
を支援し、リスクコミュニケーションの充実を図
るとともに、住民の意識を高める事業を行い、地
域社会の安全に寄与することを目的とする。

5 令和4年5月12日
特定非営利活動法
人レインボーサー
クル虹

加東市西垂水335番
地

上月　和真

この法人は、動物を飼育する個人及びペット業務
に携わる業者・団体に対して、動物の保護及び里
親譲渡会の設定をするとともに、飼育放棄による
殺処分や遺棄の撲滅及び生涯飼育することの重要
性を指導していく事を目的とする。

6 令和4年5月20日
特定非営利活動法
人伊丹サードプレ
イス

伊丹市寺本３丁目２
番地昆陽里コーポラ
ス202

筒井　永祐
この法人は、青少年育成に対して。多世代型の居
場所作りや子ども食堂に関する事業を行い、子供
達が心身共に健やかに育つことを目的とする。

7 令和4年5月20日
特定非営利活動法
人Co-Creationこの
ゆびとまれ

加古川市米田町平津
245番地の１

京橋　健一郎

この法人は、多様な世代に対して、山の保全や空
き家対策等に関する事業を行い、さまざまな環境
問題、青少年の健全育成、こどもの居場所づく
り、防災意識の向上などに寄与することを目的と
する。

8 令和4年5月20日
NPO法人日本家族関
係・人間関係サ
ポート協会

南あわじ市阿那賀
1603番地417

 渡辺　裕子

この法人は、一般市民および対人支援者に対し
て、家族関係や人間関係に関する相談、紛争解
決、教育・普及啓蒙活動やこれらに関わる人材の
育成を行い、もって人々がお互いを尊重し合う人
間関係を実現し、互いにケアされる「ケアの循環
社会」の実現に寄与することを目的とする。

9 令和4年5月26日
特定非営利活動法
人ライフゴーズオ
ン

姫路市下手野４丁目
12番7-503号リバー
ド高岡

橋本　亮

この法人は、地域に暮らす全ての人々が幸せで自
分らしい生活を送ることが出来るよう、障害者
（児）やその家族に対して、放課後等デイサービ
ス事業や生活介護事業を行うことにより、障害の
有無に関わらず、地域社会の一員として幸せに暮
らしていくことができる社会の実現に寄与するこ
とを目的とする。

10 令和4年6月24日
特定非営利活動法
人和はは

加東市下久米272番
地３

小林　あす香

この法人は、住み慣れた自宅での生活が困難に
なった方々に対して、空き家を活用した家庭的な
生活空間の中で看護・介護サービスを受けること
ができる生活の場を提供し、最後まで自分らしく
生きたいと願う本人や家族が望む看取りができる
事業を行い、命のバトンを通して生きることへの
学びの場の提供、地域の関係各機関と協力して温
かみのある看護・介護体制づくり及び地域コミュ
ニティづくり並びに看取り文化を取り戻す活動に
寄与することを目的とする。

認証年月日 所在地 代表者 目的名称

1 / 3 ページ



認証年月日 所在地 代表者 目的名称

11 令和4年7月1日
特定非営利活動法
人おむすび

西脇市西脇263番地
の７

大西　恵美

この法人は、広く一般市民に対して、特に子供た
ちに対して、地域こども食堂の企画・運営に関す
る事業を行い、地域全体で子どもたちの成長を見
守る環境の整備と、地域住民同士がつながり、お
互いに支え合う共生社会の実現に寄与することを
目的とする。

12 令和4年7月8日
特定非営利活動法
人美rais

三田市ゆりのき台3
丁目25番地１　２等
104号号

松永　優子

この法人は、主に阪神地区において、アフターコ
ロナの時代に人との温かいつながりを欲している
高齢者や障がい者、子どもたちをはじめとした老
若男女に美容施術の場を提供するとともに、社会
貢献に意欲のある若手エステティシャンがつなが
り活躍できる場を提供することで、「誰もが内面
からの健康を持つことが出きる社会」の実現を目
指し、もって社会福祉の増進と活力ある社会づく
りに寄与することを目的とする。

13 令和4年7月15日 NPO法人ＡＳＫ
尼崎市田能４丁目４
番７号

吉金潤一郎

この法人は、主に尼崎市民に対してスケートボー
ド等のストリートスポーツ（以下「スケートボー
ド等」という。）の魅力や面白さを伝える活動を
行い、スケートボード等をする人もそうでない人
もともに暮らしやすいまちづくりに寄与すること
を目的とする。

14 令和4年8月12日
特定非営利活動法
人スポーツクラブ
21富士

三田市ゆりのき台3
丁目25番地21

佐原　真澄

この法人は、三田市および近隣市区町村の住民に
対して、生涯にわたる競技スポーツ活動に関する
事業を行い、多世代にわたる地域コミュニティの
醸成と競技スポーツの振興に寄与することを目的
とする。

15 令和4年8月26日 NPO法人o h a n a
尼崎市神田中通五丁
目196番地

中居　由男

この法人は、地域住民自らが主体となり豊かで住
みやすい尼崎市を創造するため、住民の交流を図
り、地域のつながりを深め、安全・安心な生活環
境及び活力と魅力あふれる良好なコミュニティの
実現を図ることを目的とする。

16 令和4年9月2日
特定非営利活動法
人どうぶつ弁護団

伊丹市西台１丁目２
番11号C-3ビル５階
春名・田中・細川法
律事務所　内

細川　敦史

この法人は、動物の殺傷、虐待、遺棄（以下、こ
れらをまとめて「動物の虐待」という。）を防止
するため、動物関係法令等に対する提言や普及啓
発を行うとともに、実際に動物の虐待が発生した
場合に適切な処分がなされるよう求め、もって、
人と動物の共生社会を実現することを目的とす
る。

17 令和4年9月22日
特定非営利活動法
人モンターニュ

朝来市多々良木213
番地１

山内　隆治郎

この法人は、朝来市民及び朝来市に関心を持つ
人々に対して、観光プロモーション及び地域の住
民と企業者の支援に関する事業を行い、朝来市の
まちづくりと経済振興に寄与することを目的とす
る。

18 令和4年10月6日 NPO法人タビスキ
明石市旭が丘13番2
号

奥田　智恵子

この法人は、幼児及び小中高生とその保護者に対
して、世界各国の文化や考え方、生活スタイルを
様々なツールで紹介する。また海外へのツアーや
国内キャンプやボランティアなどの体験事業を行
う。小さな頃から異文化に触れることで、各国の
文化や考え、生活スタイルなどの違いを知り、そ
の違いを認めて受け入れる心を育む。そのような
世界規模で物事を考えられる人材の育成によって
争いや差別のない平和な世界を目指し、社会貢献
に寄与することを目的とする。

19 令和4年10月20日
特定非営利活動法
人神の子

姫路市岡田366番地 飯塚　敏成

この法人は、神社・寺等の近隣住民コミュニティ
に対して、神社・寺等の持つ自然、敷地、建築物
を利用し、コミュニケーションの場に恵まれた生
活環境の確保、安定、活性化を目指すため清掃や
祭事等の行事開催を企画サポートする地域活性化
事業を行い、豊かで住みやすい町を創造すること
に寄与することを目的とする。

20 令和4年10月20日
特定非営利活動法
人淡路島コウノト
リの会

淡路市大町下536番
地

石井　廣志

この法人は、淡路島の住民に対して、コウノトリ
の繁殖地として自然環境の創造や保護、動物との
共生、命の尊さ、すばらしさをテーマに事業を行
い、後世の子供たちのために心豊かな社会形成の
実現に寄与することを目的とする。
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21 令和4年11月18日
特定非営利活動法
人おてがるカリン
バ協会

姫路市手柄一丁目78
番地の１

北村　敏子

この法人は、広く一般市民に対して、音楽学習に
ついての調査、研究、開発及び情報提供に関する
事業、音楽講師の養成及び検定の実施並びに資格
の認定に関する事業、音楽の振興を目的としたイ
ベント、セミナー、講演会などの企画及び開催に
関する事業等を行い、音楽の発展と、振興を図
り、もって広く公益に寄与することを目的とす
る。

22 令和4年11月25日
特定非営利活動法
人Project Of
Medical Dance

姫路市飾磨区今在家
6丁目188番地１　コ
スモス202

竹田　有希

この法人は、ストリートダンスやエクササイズを
通して文化、芸術、スポーツの振興を図るととも
に、対面的、直接的な手段の他に、あらゆる情報
化社会の手段も用いて、地域の活性化の一助とな
ることを目的とする。同じくこの法人は、ダンス
の指導や表演を通して日本全国の子どもたちに身
体的な能力だけでなく、表現力や芸術に対しての
意識を育むことを目的とする。

23 令和4年12月9日 NPO法人PEACE ASIA
三田市富士が丘5丁
目9番地16

寺岡　祐介
この法人は、アジア全域を対象にまずはネパール
に対して、人道支援に関する事業を行い、ネパー
ルの社会、地域に寄与することを目的とする。

24 令和4年12月9日
特定非営利活動法
人スマイルポケッ
ト

丹波篠山市畑市249
番地１

中村　伸一郎

この法人は、丹波篠山の子育て世帯とつながり、
よりそい続け、困りごとや悩みの解決・解消につ
ながる事業を行い、誰もが安心して子育てできる
社会を目指し、子育てに笑顔があふれ、喜びめぐ
る未来となることに寄与することを目的とする。

25 令和4年12月16日
特定非営利活動法
人ほーぷ

加古川市加古川町大
野814番地1の3

梅谷　望

この法人は、地域の全ての方々を対象にキリスト
の精神に基づき在宅療養者（児）と家族が住み慣
れた地域で安心して暮らせるよう看護・介護等
サービスを中心とした事業を行い、地域の在宅ケ
アの発展と保健、医療、福祉の増進に寄与するこ
とを目的とする。

26 令和4年12月23日
特定非営利活動法
人西脇てとて広場

多可郡多可町八千代
区大屋121番地

市位　葉子

この法人は、生きづらさを抱えた0歳から18歳まで
の子供とその家族に対し、子供の居場所及び子育
て支援に関する活動を通じて、精神面だけでなく
多方面から支援することで、子供の生きる力を伸
ばし、その家族の子育ての意欲を高めることに
よって、子供が育つ家庭環境を整えることを目的
とする。
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