特定非営利活動法人の設立認証一覧（平成30年4月～）
認証年月日
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2

3

平成30年4月20日

平成30年4月20日

平成30年4月27日

名称

平成31年3月31日現在

所在地

代表者

特定非営利活動法
兵庫県赤穂市さつき
人赤穂ボランティ
町44番
ア協会

特定非営利活動法
兵庫県姫路市大塩町
人大塩シーサイド
２１８９番２
パーク

特定非営利活動法 兵庫県尼崎市武庫之
人ほこらしゃ会
荘東2丁目33番4

矢野

長濵

山口

目的

隆

この法人は、赤穂市および近隣地域の住民の社会
参加を推進し、住民のボランティア活動への参加
を啓発する事業を行うことにより、地域福祉の向
上に寄与することを目的とする。

正宏

この法人は、姫路市及び近隣市町において、ス
ポーツ及び文化、芸術に関するイベントやセミ
ナー等の開催、総合型地域スポーツクラブ、文
化、芸術クラブの運営、支援事業等、自己を確立
し豊かに生きるための環境・場の提供を通じて、
市民一人ひとりが年齢、性別、障害の有無を問わ
ず目的やレベルに応じてスポーツ、文化、芸術を
楽しみ、自分たちの住む地域に関心を持ち、地域
に誇りを持つことができる心身とともに健全な生
活に寄与することを目的とする。

範子

この法人は、高齢者・障がい者並びにその家族等
に対して、輝きが増すような自立した日常生活を
送ることができるように介護・自立支援等に関す
る事業を行うことにより、一人ひとりの積極的な
地域社会への参加を促し、すべての人々が生きが
いを持ち、健やかにそして安心して暮らせる地域
社会づくりに寄与することを目的とする。

健志

この法人は、広く地域住民に対して、体育に関す
る普及啓発活動等を行うことにより、スポーツの
楽しさや運動の大切さの理解を広め、子どもから
大人、健常者や障がい者（児）の壁を取り払い、
地域の人々の健全育成、連帯感の醸成、拠り所づ
くりを行う。また、スポーツを文化として定着さ
せ、誰もが、豊かで文化的な生活をおくれるよう
公共の福祉に寄与することを目的とする。

直紀

この法人は、障がい者・障がい児が遊びやスポー
ツを通して、年齢層の異なる様々な人とのコミュ
ニケーションを心から楽しむことで、現状よりも
充実したと思える生活を営むためのサポートがで
きる場所の提供を行うことを目的とする。

マリ

この法人は、「最後まで自分らしい人生を送る」
という理念に基づき、地域の人々に対してエン
ディングプランのサポート事業を行うことによ
り、安心で明るい社会の実現に寄与することを目
的とする。

平成30年4月27日

特定非営利活動法
兵庫県小野市住吉町
人ms for the
future地域スポー 541番地
ツクラブ

平成30年5月2日

特定非営利活動法 兵庫県宝塚市仁川北
人あれった
3丁目7番16号

平成30年5月2日

兵庫県西宮市今津曙
特定非営利活動法
町6番9号ダイコウビ
人架け橋
ル101

7

平成30年5月18日

ＮＰＯ法人Ｎａｔ
ｕｒａｌ Ｂａｃ 兵庫県篠山市東岡屋
ｋｙａｒｄ Ｆａ 31番地
ｃｔｏｒｙ

足立

伸也

この法人は、一般市民及び企業、団体に対し
て、木と触れ合える機会や環境を提供し、木工
や自然体験、木製遊具等の木工品を通して、
人々が里山、森林生態系への理解を深めること
に寄与する。

8

平成30年5月25日

特定非営利活動法人 兵庫県尼崎市神田中通
ロフネス尼崎
3-30-302

下田

專展

この法人は、地域社会で暮らす人々、なかでも社会的
弱者に対して、雇用支援・訓練及び相談のための事業
活動などを行うと共に、活力ある地域社会の実現に寄
与、貢献することを目的とする。

平成30年5月25日

特定非営利活動法人 兵庫県川西市清和台東
フォーワンズスペー ２丁目１番地の１６
２０４
ス

平

この法人は、聴覚障がい者及びそれに準ずる者に対し
て、生活支援及び社会参加の促進に関する事業を行
い、障がい者及び高齢者等の福祉の増進とすべての
人々が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に
寄与することを目的とする。
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5
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9

10

平成30年6月1日

松本

松原

吉井

西岡

特定非営利活動法人 兵庫県西宮市上甲子園
清水谷
プリセプター・ベル 1丁目６番２５号
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この法人は、ＩターンやＵターンで田舎暮らしを希望
する人に対して、地域で自立するために養蜂に関する
茂秀 就農支援を行うとともに、地域住民に対して生活支援
を行うことで地域の活性化に寄与することを目的とす
る。

認証年月日

名称

所在地

代表者

目的

11

平成30年6月22日

特定非営利活動法人
兵庫県宝塚市泉町３番
たからづか子ども食
２－１０２号
堂

須藤

榮一

この法人は、子ども、高齢者や障害児（者）及びその
家族に対し、食事提供や交流の場を地域に創出し、誰
もが豊かで充実した生活と安全で安心して暮らせるま
ちづくりに寄与することを目的とする。

12

平成30年6月22日

特定非営利活動法人
兵庫県宝塚市安倉中４丁 倉橋
宝塚生涯学習研究会

滋樹

この法人は、市民文化の向上と生涯学習の振興を目指
し、宝塚市民を中心とする近隣市住民に対して生涯学
習に関し研究するとともに事業を実施し、豊かな学習
環境づくりに寄与することを目的とする。

13

14

平成30年6月22日

特定非営利活動法人 兵庫県尼崎市昭和通２
中原
つなげる
丁目６番68号

平成30年6月22日

兵庫県宝塚市武庫川町
特定非営利活動法人 ５－２７ 藤和宝塚
ホームズ弐番館１０１
もくもく
号

阿部

この法人は、自分たちの生活環境と社会とのあいだに
何かしらの壁を感じている親子や家族に対して、社会
とつなげるための居場所づくりおよび移動するための
美智子 ツールや機会の提供・支援に関する事業を行うこと
で、より自分らしく生きやすくなるための社会環境を
生み出し、さまざまな親子や家族と社会をつなげられ
ることに寄与することを目的とする。

智子

この法人は、就労に課題を抱えた人たちに対して、イ
ンターネットを活用した情報提供及び就労支援並びに
高齢者の生きがい作りに関する事業を行い、就労困難
者の経済的自立と社会参加を促し、地域社会の活性化
に寄与することを目的とする。

15

平成30年7月27日

高砂市荒井町御旅1丁
特定非営利活動法人
目４－５カドヤビル２
プラスワン
０７

山本

耕平

この法人は、障がい児（者）及び不登校児童に対し
て、障がい児（者）支援及び不登校児童支援に関する
事業を行い、市民のノーマライゼーション意識の醸成
を図るとともに、障がいの有無にかかわらず、広く
人々が交流する賑わいと活力に満ちた心触れ合うあた
たかな地域創りに寄与することを目的とする。

16

平成30年7月27日

特定非営利活動法人 たつの市龍野町下川原
Goodstock
８０番地

福本

真一

この法人は、空き家を中心とした遊休資産の管理又は
利活用に係る事業を通じて、良好な社会環境の創造及
び持続的かつ自立した地域の活性化に寄与することを
目的とする。

17

平成30年8月10日

特定非営利活動法人
ライブリーシニアサ 小野市池尻町729番地
ポート協会

一

この法人は、高齢者に対して、就労支援求人情報ネッ
トワークと、高齢者のための憩いの場づくりなどに関
する事業を行い、豊かで健康な高齢者社会づくりに寄
与することを目的とする。

マリ

この法人は、病や障害を持っていても、住み慣れた地
域で最後まで自分らしく生きたいと思っている人とそ
の家族に対して、ホームホスピスに関連する事業等を
行い、お互いが寄り添い、支え合って暮らす為の援助
を行う。また地域に対して介護や看護に関する研修や
勉強会を行うことで、福祉、医療の連携、育成、地域
とのつながり支援に寄与することを目的とする。

18

平成30年8月10日

特定非営利活動法人
宝塚市宮の町５－１９
宝塚つ・む・ぐの家

19

平成30年8月24日

特定非営利活動法 加古郡播磨町二子１
人umidas耕作所
５７番地の１６

20

平成30年8月24日

ＮＰＯ法人アーチ・
キャリア

21

平成30年9月14日

特定非営利活動法
丹波市柏原町柏原
人丹波医療介護連
4283番地37
携推進機構

22

平成30年9月21日

特定非営利活動法 西脇市上野４２６番地
人ホープ
の１１７

兵庫県尼崎市武庫川
町３丁目69番地プロ
パレス武庫川グラン
リーヴァ704

泉

西野

衣笠 収

この法人は、主に神戸市内の地域に対して、新しい地
域つながりの創出に関する事業を行い、地域住民によ
る主体的な地域課題解決に寄与することを目的とす
る。

井本 七瀬

この法人は、広く一般市民を対象として、女性同士や多
様な人同士が、企業や組織等の枠を超えてネットワーク
を構築し、女性をはじめとする多様な人が活躍できる社
会の実現に寄与することを目的とする。

石井 敏樹

この法人は、丹波市民及び市民を取り巻く医療従事
者、介護従事者に対して、医療・介護情報の共有を行
うことで医療資質の向上に関する事業を行い、医療、
介護の地域包括体制構築に寄与することを目的とす
る。

髙田 満

この法人は、知的障がい者等に対して、成年後見制度に
関する事業を行い、知的障がい者等の権利擁護に寄与
することを目的とする。
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認証年月日

名称

所在地

代表者

目的

23

平成30年9月21日

特定非営利活動法 尼崎市長洲中通3丁
人リボンズ
目１５－１

北岡 康宏

この法人は、社会、地域で支援の必要な高齢者及び障
害者、その他すべての地域住民に対して、介護や障害
者支援、高齢者住宅、グループハウス等の運営、地域活
性化支援などの事業を行い、もってすべての地域住民が
共生する地域コミュニティーの創造に寄与することを目的
とする。

24

平成30年10月19日

特定非営利活動法 兵庫県丹波市春日町
人imagine丹波
下三井庄1182番地

鴻谷 佳彦

この法人は、丹波市民をはじめ、丹波市に関心を抱く
人々に対して、教育に関する事業を行い、キャリア形
成に寄与することを目的とする。

平成30年11月16日

NPO法人さわやか
千の里

この法人は、川西市及びその近隣のあらゆる市民を対
象とし、高齢者及び障害者等への家事手伝いや移動
介助、集う場所への提供などの事業を行い、地域社会
高田 憲二 全体で人々の暮らしを支える「たすけあいの精神」の普
及に努め、「地域社会の福祉の増進」と「まちづくりの
推進」に寄与することを通して、地域社会へ貢献するこ
とを目的とする。

26

平成30年11月22日

特定非営利活動法
兵庫県加古郡播磨町
人
東本荘３－４－１２
ヘリテージはりま

清水 克俊

この法人は、地域の歴史的建造物等に関わる、ひと・
組織・地域住民に対して、歴史的建造物等の調査・啓
発・提案・運営などに関する事業を行い、歴史的建造
物等の保存・活用及び地域の魅力あるまちづくりに寄
与することを目的とする。

27

平成30年12月7日

特定非営利活動法
宝塚市山本台1丁目
人
14番20号
えくぼ

田住 幹子

この法人は、障害者・障害児や高齢者が、住み慣れた
地域で生活支援や社会参画を促進する事業を行い、
地域の中で幸せに暮らし、その人らしい生き方（生活）
ができる社会の実現に寄与することを目的とする。

平成30年12月7日

特定非営利活動法
神戸市西区春日台5
人
丁目8番地の９
ここ

香川 真二

この法人は、子供たちには心通う保育を提供して、子
育てに悩んでいる親には一緒に楽しみながら子育てを
してもらう援助をして、みんなで大切な子供たちの成長
を育むことを目的とする。

平成30年12月7日

特定非営利活動法
伊丹市昆陽東5丁目2
人
A＆C.P芸術・文化 番17号
振興会

髙橋 雅子

この法人は、芸術・文化の振興活動を通して、芸術・文
化愛好者の輪を広げ、県民や阪神間を中心とした住
民の生きる喜びと新しい生きがいづくり、健全で楽しい
社会、全ての人が心豊かに暮らしていけるまちづくりに
寄与することを目的とする。

平成30年12月21日

特定非営利活動法
加古川市尾上町池田
人
643番地の４
アゼリア

橘 生也

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。

平成30年12月21日

特定非営利活動法 西宮市森下町９番２２
人
－１０２号
JAPAN PALETTE

鎌倉 武志

この法人は、海外を含めた農村や漁村、山間部その他
の地域について、高齢者、障害者、貧困の方々が生き
がいを持った生活ができるよう支援する事業を行い、
地域の活性化、高齢者・障害者・貧困の方々の生活支
援を通じ、充実した生活が送れることを支援し、地域社
会に貢献することに寄与することを目的とする。

田中

この法人は、放課後及び休校日における療育を必
要とする児童に対して、放課後及び休校日の学び
と生活の場を提供することによって、子どもたち
の健やかな発達を援助し、保護者が安心して働
き、笑顔で子育てができる健全で豊かな地域社会
づくりに寄与することを目的とする。

25

28

29

30

31

32

33

兵庫県川西市水明台
1丁目2番49号

平成31年1月11日

特定非営利活動法人 たつの市龍野町日飼
りとま
１３４番地１０

平成31年2月1日

特定非営利活動法人
芦屋市船戸町6番19号
晴れるや

智英

寺井 遊
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この法人は、貧困家庭や孤食の子ども達に子ども食堂
等を提供し、また、地域に暮らす障害のある人に対し
て、障害者支援事業を行なうことにより、全ての地域住
民が協力し合い、より良い地域福祉の構築に寄与する
ことを目的とする。

認証年月日

34

平成31年2月1日

名称

所在地

代表者

特定非営利活動法人 三木市志染町西自由
ほっぺ
が丘1丁目１１４番地

目的

この法人は、すべての母親に対し、「いつ来てもいいん
です。いつ来ても誰かがいるんです。いつでもほっぺ
でお待ちしています。」をモットーに、いつでもだれでも
大森奈津子
が「ほっ」とできる温かい居場所をつくり、すべての母親
が「産んでよかった」と思える地域社会の実現に寄与
することを目的とする。

35

平成31年2月15日

特定非営利活動法人 赤穂市加里屋２１６４
赤穂市国際交流協会 番地５１

宮本 邦夫

この法人は、赤穂市民に対して、ボランティア精神を基
盤として国際交流と国際協力に関する事業を行い、赤
穂市の国際化と市民の国際理解についての関心を高
め、国際感覚を醸成するとともに、地域の活性化と広
い視野を持ったこころ豊かなまちづくり活動の推進に
寄与することを目的とする。

36

平成31年2月15日

特定非営利活動法人 加古川市平岡町新在
田辺 耕二
RelaxPlace
家１９３８番地の２９

この法人は、人と人との交流を深め、地域の活性化、
文化の向上、および学びの場の提供に寄与することを
目的とする。

平成31年2月15日

特定非営利活動法人 宝塚市雲雀丘山手2
金渕 信一郎
北摂里山文化保存会 丁目15番２８－６０１号

この法人は、川西・黒川の「日本一」と称される里山を
ナショナルトラスト活動によって守り育むことにより、台
場クヌギやブナ林、エドヒガンなどの植物や昆虫などに
代表される生物多様性、また、現在も炭焼きが行われ
て「菊炭」が生産されている文化性、色鮮やかなパッチ
ワーク状里山景観などを次世代に引き継ぐとともに、
人々が自然に触れ合う場や機会の提供、自然や地域
の魅力の情報発信、人やモノの交流による地域の活
性化など通じて、北摂里山の人と自然が共生し持続可
能な地域の創生に寄与することを目的とする。

平成31年2月22日

特定非営利活動法人
明石市太寺大野町２
再生可能エネルギー
佐々木
６６７番地の４
あかし

平成31年2月22日

特定非営利活動法人
加古川市平岡町新在
hair salon Vicella
井上 初美
家877番地の８
first beauty

この法人は、高齢者の方や障害を持つ方など店舗等
での美容サービスを受けることが困難な方に対して、
出張美容に関するサービスを行うとともに、介護美容
師として勤務できる人材を育成することにより、福祉の
増進を図るとともに、人材の育成、職業機会を創出す
ることを目的とする。

特定非営利活動法人
姫路市土山4丁目14
兵庫楽市フクロウの
番50号
会

この法人は、兵庫県を中心にした住民に対して楽市等
のイベント開催することで誰もが自己の所有する不用
品・新品等を自由に販売・交換できる機会・場所を提
供することで、不用品の有効活用に繋げながら地域の
活性化に貢献する事と、住まいの不用品回収及び住
まい・墓等の清掃代行を引き受ける事により高齢者・障
害者等の方々の清掃に対する自己労力の負担軽減に
繋げ、又高齢者・障害者・引きこもりの若者等の方々を
事業スタッフに採用し雇用の機会を提供することで社
会福祉に貢献する事と外国人向けに日本語会話を教
える事により国際協力貢献を目的とする。

37

38

39

40

平成31年3月8日

この法人は、持続可能な地域社会実現のために再生
可能エネルギーの地産地消のしくみ創りに貢献する。
卓郎 普及活動、啓発活動、研究活動、教育活動等の事業
を行い、行政、市民、有識者、学校等との連携を図り、
脱炭素社会実現に寄与することを目的とする。

大西 秀樹
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平成31年3月8日

特定非営利活動法人
芦屋市精道町5番3号 加藤
阪神ユナイテッド
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平成31年3月8日

特定非営利活動法人
番パセオデル芦屋２ 肥田
アトム未来の会

寬

この法人は、様々なスポーツの日本での発祥地である
神戸市を含む阪神地域において、学校や行政、非営
利団体、民間団体などと連携し、サッカーをはじめとし
たスポーツを通して、個人、チームの能力を高め、感
動や歓喜を共有し、人々の絆を深める、ゆたかで健や
かなライフスタイルづくりに寄与することを目的とする。

善雄

この法人は、広くコミュニケーションを促進する
ことで、一般市民及び地域住民に対し、エネル
ギーへの関心を深めることを目的とする。

芦屋市宮川町8丁目1
０５号室
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平成31年3月22日

特定非営利活動法人 西宮市甲子園口1丁
すくすくあいね
目5番1号

青木 好美
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この法人は、西宮市を中心とした子どもから高齢者ま
で地域のすべての人々に対して、音楽活動を通して親
と子や世代を超えた人々の集う場を作る催しを育て、ま
た、音の力で子どもの心の成長を健やかに育む音育
教育を推進することで音楽教育による子どもの健全な
育成を図るとともに、市民参加型の音楽イベント等を開
催し、若手演奏家に活動の場を提供しながら、音楽に
関わるすべての若手人材の育成を行い、輝く笑顔を
持った未来を担う子どもたちとそれを支える地域づくり
に寄与することを目的とする。

認証年月日
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名称

所在地

代表者

平成31年3月22日

特定非営利活動法人 明石市魚住町中尾552
神戸星と動植物屋さ 番地の2べルアーバニ
ティ明石魚住306号
ん

平成31年3月22日

特定非営利活動法人 尼崎市南塚口町2丁目
12番8号サンライトハ
Collective for
イツ205号室
Children

平成31年3月22日

特定非営利活動法人 川西市水明台4丁目2番
百生一輝
地の17

平成31年3月22日

平成31年3月22日

平成31年3月22日

平成31年3月29日

平成31年3月29日

特定非営利活動法人 姫路市飾東町豊国503
フードバンクはりま 番地

NPO法人
ONO HUNTING CLUB

小野市王子町933番地
の5

特定非営利活動法人 明石市林崎町１丁目10
おーえんくらぶ
番17号

特定非営利活動法人
三田市狭間が丘３丁目
命根の稲
２０番地２１

特定非営利活動法人
西宮市大屋町30番９号
スマイルワークス

赤松

広章

目的
この法人は、広く一般市民、特に子ども達に対して、
子どもの健全育成、学術の振興などを目的としたイベ
ント、セミナー、教室等の企画、開催及び運営に関す
る事業、天体、宇宙、自然科学、生物等についての調
査、研究及び情報の提供に関する事業等を行い、子ど
もの健全育成と社会教育の推進を図り、もって広く公
益に寄与することを目的とする。

この法人は、すべての子どもたちが、その誕生前から
社会的自立までの期間を複数の非営利組織等の協働に
河内 崇典
よって一貫して支え続けることにより、家庭の経済的
KO A HEE 髙
環境などに関係なく、成長することのできる地域や社
亞希
会を創造し、すべての子どもたちの健やかな成長に寄
与することを目的とする。

湯淺

辻本

横山

岡﨑

久山

羽渕
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典哉

この法人は、生活していくことに課題を感じている人
に対して、障害福祉サービス事業をはじめとした、ひ
とり一人の個性を最大化する事業を行い、活き活きと
活動できる居場所づくりに寄与することを目的とす
る。

美波

この法人は、品質には問題がない規格外の廃棄されて
しまう食品等を企業や個人から提供してもらい、それ
を必要としている生活困窮者や福祉施設等に届ける
フードバンク事業を行い、よって食品を無駄なく消費
して多くの人々が安心して暮らすことのできる社会の
実現を目指すとともに、潜在的にそのような支援をし
たいと考えている人々が活動を行うきっかけを作るこ
とで支援の輪を広げ、相互扶助の社会づくりに寄与す
ることを目的とする。

孝

本会は、自然の野生鳥獣の生態系を維持し、農林・漁
業被害の早急な軽減、生息地域拡大の抑制、森林、生
態系の保全及び人とのトラブルをなくすことを目指し
て、有害鳥獣捕獲事業、鳥獣行政講習会等協力事業を
行い、人間社会と動物がともに生きる生活環境の改善
を地域社会に広め、広く公益に寄与することを目的と
する。

奈美

この法人は、子育て中の親子に対し安心して集える場
所、様々な経験を積める場所、親自身が活躍できる場
所を提供する事業を行い、地域に根ざしたコミュニ
ティを創ることで、子育て中の親子が孤立することな
く子育てを楽しめる社会の実現に寄与することを目的
とする。

敬二

この法人は、農村と都市の人々に対し、有機稲作を中
心とした環境創造型農業をより多くの消費者と共に推
進し、安全良質な農作物の生産や地域の特産物の開
発・普及・啓発等の食と農に関する多様な事業を行
い、都市と農村の持続可能なコミュニティを形成し、
地域の生態系回復、環境保全、食文化などの生活文化
伝承、地域社会の健康な暮らしへの帰依を図り、次世
代へとつながる地域の活性化に広く貢献することを目
的とする。

茂

この法人は、障害者（児）及び高齢者に対して、それ
ぞれが地域社会の中で自立した生活を送るために必要
な各種の支援事業及び福祉サービス事業を行い、社会
福祉の増進及び障害者（児）や高齢者が健やかに安心
して生活が出来る豊かな地域社会の実現に寄与するこ
とを目的とする。

