認証団体一覧

特定非営利活動法人設立の申請及び認証状況

資料 ２

（平成23年4月20日現在）
、
番号
1

2

3

4

分野

法人名称

まちづくり 黒部まちづくり協議会

福祉

福祉

あいの風

三樹福寿会

まちづくり コミュニティサポート黒部

認証時概要

代表者名

主たる事務所の所在地

目的

認証年月日

この法人は、市民一人ひとりが知恵を出し合い、参加するまちづくり活動を
推進し、自然豊かで個性あふれる魅力的なまちをつくり、もって地域の振興
と市民生活の向上に寄与することを目的とする。

H14.6.26

松野 均

富山県黒部市新牧野220番地

二上 久

この法人は、新川地区を中心とした住民に対して、通所介護や学童、乳幼
富山県黒部市宇奈月町栃屋151 児の保育等に関する事業を行い、地域社会福祉の向上に寄与する ことを
目的とする。

H15.2.10

田中 三夫

この法人は、住みなれた地域社会の中で生活を目指す高齢者、障害者
（児）、痴呆者及び乳幼児に対して、居宅支援サービスに関する事業 等を行
富山県黒部市植木１９４番地の２
い、ノーマライゼーション社会の実現及び福祉の増進に寄与することを目的
とする。

H15.9.24

中田 宜臣

この法人は、 文化・教育・社会福祉・産業等各分野が協働して高齢者福祉
富山県黒部市三日市大町3309番地
や地域の交流促進に関する 事業等を行い、地域福祉の増進とすみやすい
魅力的なまちづくりに寄与することを目的とする。

H17.1.7

5

福祉

ケアマネジメントかがやき

新田 和子

この法人は、高齢者等に対して、介護保険の理念に基づく在宅介護の相
富山県黒部市生地神区495番地 談・援助に関する事業を行い、高齢者福祉及び地域福祉の推進に寄与する
ことを目的とする。

H18.5.19

6

福祉

黒部市ひまわり福祉作業所

上坂 守利

富山県黒部市金屋464番地１

この法人は、障害者に対して、障害者が地域で自立生活できる社会の実現
を図るため、障害者の自立支援に関する事業や、障害者の福祉に関する啓
発・広報事業を行い、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

H18.9.28

この法人は、黒部市指定文化財である「天真寺松桜閣」及び「天真寺庭園」
の維持・管理並びに保勝に関する事業を行い、地域社会の文化の発展に寄
与することを目的とする。

H19.12.12

7

学術・文化 天真寺保勝会

柴垣 光郎

富山県黒部市若栗1180番地1

8

スポーツ 黒部市パークゴルフ協会

能登 榮一

この法人は、大島地域のパークゴルフ場及びキャンプ場の管理・運営に関
富山県黒部市生地中区217番地 する事業を行い、青少年及び地域住民等の心身の健全な発達と、生涯ス
ポーツの振興に寄与することを目的とする。

9

保険・医療 北陸ACLS協会

小倉 憲一

富山県黒部市飯沢809番地２

この法人は、会員の相互の協力により、医療従事者、医学生、一般市民等
に対する心肺蘇生法及びこれに関連する医療技術、知識等(以下｢心肺蘇
生法等｣という)の普及、心肺蘇生法等にかかわる情報提供、相談・支援事
業をおこなうことにより心肺蘇生技能の向上をはかり、心肺危機に陥った市
民の救命、社会復帰に寄与することを目的とする。

H20.11.14

H21.11.24

認証団体一覧

特定非営利活動法人設立の申請及び認証状況
（平成23年4月20日）

認証数

294

申請数

298

申請中

4

解散数

11

転出数

3

、
番号 法人名称

代表者名

1

デイサービスこのゆびとーまれ

惣万 佳代子

2

ひまわり会

中山 敞

3

しおんの家

山田 和子

4

はなまる会

金川 勝雄

5

高岡鳩の会

永原 卓男

6

福祉サポートセンターさわやか富山

森沢 恵美子

7

にぎやか

阪井 由佳子

8

ヒューマックス

石田 修一

9

とやま成年後見人協会

種井 光之

10

とちのみ支援会

田川 春朗

11

自立生活支援センター富山

平井 誠一

12

日豪友好協会

渡部 みずほ

13

欠番

14

富山県断酒連合会

塩原 明

15

全国災害救助犬協会

黒川 哲男

16

北陸青少年自立援助センター

川又 直

17

デイサービス藤ノ木

藤田 弘

18

生活支援センターアットホーム新川

尾谷 清光

19

ＰＣＴＯＯＬ

能登 貴史

20

欠番

21

くれよん

22

富山県民ボランティア総合支援センター 犬島 伸一郎

23

ふくのスポーツクラブ

大西 清征

24

日本文化交流センター

中山 妙子

25

スクエア富山

寺井 清

26

とやまの自然と緑の会

中村 昭夫

27

富山県ゲートボール協会

宮本 彌生

28

健康deねっと

嶋 克之

29

黒部まちづくり協議会

松野 均

30

ふるさとのあかり

山田 紀子

柴 安津子

主たる事務所の所在地

認証年月日
目的
この法人は、介護及び看護が必要な高齢者・障害者（児）・疾病を有する
富山県富山市富岡町355番地 者・乳幼児に対して、在宅支援サービスに関する事業を行い、福 祉の推進 H11.5.12
に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者の介護補助や障害者の自立訓練補助等の福祉事業
富山県射水市戸破4200番地の11及び廃品不要品等のリサイクル推進に関する事業を行い、地域福祉の向
H11.7.29
上に寄与することを目的とする。
この法人は、地域に住むすべての人に対して、「年齢や障害の有無、要介
護状態等にとらわれず、すべての人がどんな状況におかれても互いに助け
富山県富山市水橋辻ヶ堂777番地
合いながら、豊かな人生を送ることができるようにお手伝いする」という法
H11.9.8
人理念に基づき、在宅支援サービスや地域交流に関する事業等を行い、
地域福祉の増進とまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
この法人は、福祉サービスを必要とする者が、心身ともに健やかに育成さ
れ、また、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加す る機会を
富山県富山市永久町15番52号 与えられるとともに、その環境、年齢及び心身の状況に応じ、地域において
H11.9.8
必要な福祉サービスを総合的に提供されるよう援助するための居宅介護
サー ビスに関する事業等を行い、福祉の増進に寄与することを目的とす
この法人は、諸外国との相互互恵に基づく善隣友好の精神を尊重し、国や
地方公共団体が推進している国際交流事業に協力すると共に、地 域に密
富山県高岡市木津1542番地の8 着した民間の国際交流団体として会員各自がその胸に秘めた善意と向学
H11.9.30
心を発揮して、外国語講習会やボランティア通訳及び翻訳に関する事業等
を行い、 平和的国際友好親善に寄与することを目的とする。
この法人は、助け合いの精神に基づいた「ふれあい社会づくり」をスローガ
ンに、高齢者等を対象に、ともに協力しあって創造的な福祉 サービスを提
富山県富山市大島2丁目490番
H11.10.18
供し、地域コミュニティづくりへと広がりを持ちつつ、生きがいのある福祉社
会を形成していくことをもって、社会全体の利益に寄与することを目 的とす
この法人は、乳幼児、障害者（児）、高齢者等に対して、在宅福祉サービス
富山県富山市綾田町一丁目10番
H11.11.15
に関する事業を行い、福祉の増進に寄与することを目的とす る。
この法人は、高齢者のグループホームに関する事業及び乳幼児の緊急一
富山県氷見市島尾599番地
時預かりに関する事業等を行い、住民の福祉の増進と子どもの健全育成
H12.2.9
に寄与することを目的とする。
この法人は、一般市民に対して、成年後見制度の啓発・普及活動を行うこ
富山県富山市五福９区3995番地と、及び高齢者・障害者等が安心して、自らの意思に基づいた日常生活が
H12.6.9
送られるよう権利を擁護し、もって福祉の増進に寄与することを目的とす
この法人は、高齢者及び心身体障害者への身体介護・生活援助に関する
事業や保健・医療・福祉についての講習会を行うほか、不登校児童等のカ
富山県小矢部市今石動町二丁目
H12.6.9
ウン セリングに関する事業等を行い、地域の人々の保健、医療又は福祉
の増進及び子どもの健全育成に寄与することを目的とする。
この法人は、障害者と健常者が共に生きる社会をめざして、障害を持つす
べての者に対して、自立した生活を営んでいくために必要な自立生活支援
富山県富山市新川原町5番地９ や権利擁護等の相談や外出介助や移送介助サービス等を、障害を持つ
H12.11.22
人々の立場に立って事業を行い、社会福祉の向上に寄与します。また、広
く一般の人たちを対象に講座や講演会等を行い、社会教育の推進を図るこ
この法人は、日豪間での民間レベルの国際交流を志す方を対象に異文化
富山県富山市田畑1623番地の17交流プログラムの企画、運営を行い、個々人の国際的視野を広げ、 さらに
H13.7.11
両国の真の相互理解の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、富山県内の酒害に悩む人々及び断酒を志す者に対して断酒
を勧め、また支援協力し、断酒によって明るい人生の建設をめざす ととも
に、酒害に関する相談活動と酒害の及ぼす社会悪の防止に関する啓発の
事業を行い、広く社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、広く災害時等における人命救助に関する事業を行い、人々の
富山県富山市上野332-3
安全と福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、不登校、ひきこもり、障害等で、社会的な自立が困難な青少
年（以下「青少年」と記す）に対して、基本的な生活習慣の習得、社会 復
帰、社会的自立への援助、青少年の保護者への相談、研修事業とともに、
富山県富山市万願寺144番地
幼児期から学齢期の子どもを持つ保護者に対して、子育てに関する相談・
研修事業を行うほか、共生の理念のもと、在宅サービス事業を併せて行う
ことにより、青少年の自立の促進に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者に対して、生きがいをもって生活することを支援するた
富山県富山市藤の木台三丁目79め、在宅福祉サービスに関する事業を行い、福祉の増進に寄与 することを
目的とする。
この法人は、生活支援を必要としている高齢者・障害者（要援護者）に、い
つでも・どこでも・誰にでも公平に支援サービスを提供するこ とを基本に、
富山県魚津市吉島1118番地1
自立・自助のバックアップ等に関する事業を行う。又高齢者が安心して暮ら
せるまちづくりの推進を図り、地域福祉の増進に寄与することを目的と す
この法人は、一般の市民の方に対して、パソコンの講習や、ＩＴを活用した
富山県南砺市山見1714番地
情報提供、 ＩＴ支援に関する事業等を行い、市民のコミュニケーションを図
り、市民の自主的な社会活動による豊かな社会づくりの推進に寄与するこ
富山県富山市本郷町266番地の

この法人は、母親だけではなく子育てに関わるすべての方々に対して、乳
幼児や障害児、放課後児童の一時預かり等、子育て支援全般に関 する事
業を行い、子どもの健全育成及び男女共同参画社会の形成に寄与するこ
とを目的とする。
この法人は、心豊かでふれあいのある地域社会を実現するため、ボラン
ティア活動をはじめ、県民が自由に行う社会貢献活動としての特定 非営利
富山県富山市安住町5番21号 活動が、より活性化されるよう交流活動を支援するとともに、情報の収集提
供を行う等、ボランティア・特定非営利活動を総合的に支援し、もって、県民
総ボランティアの輪を広げることを目的とする。
この法人は、南砺市福野地域を中心とする地域住民に対して、運動・ス
富山県南砺市寺家字八田島321 ポーツ活動の普及推進に関する事業を行い、その振興を図るとともに、子
どもをはじめ地域住民の健全な心身の育成に寄与することを目的とする。
この法人は、日本の伝統文化を継承し、未来に創作活動を求め、国内外に
富山県射水市三ケ908番地の1
おいて広く文化を紹介し、日本の伝統文化の振興に寄与すること を目的と
この法人は、青少年をはじめとした一般市民に対しスポーツの普及と推進
富山県富山市安野屋町一丁目2 に関する事業を行い、スポーツの振興と、新しい社会を担う健全 な青少年
の育成に寄与することを目的とする。
この法人は、植物に関心のある者に対して、植生調査や観察会及び植物
富山県小矢部市津沢一丁目177 に関するセミナー等の事業を行い、生涯学習の活動を通じて心身の 健康
をはかるとともに、自然植物の保全に寄与することを目的とする。
この法人は、富山県民に対して、ゲートボールの普及・奨励等に関する事
富山県砺波市林1161番地
業を行い、ゲートボールの健全な普及発展及び県民の心身の健全な発達
に寄与することを目的とする。
この法人は、一般市民に対して、医療、健康情報提供等に関する事業を行
富山県射水市中新湊10番20号 うとともに、市民が幅広く情報を得られるようインターネット利 用の普及に
関する事業を行い、市民の健康の増進、青少年の健全育成に寄与するこ
この法人は、市民一人ひとりが知恵を出し合い、参加するまちづくり活動を
富山県黒部市新牧野220番地 推進し、自然豊かで個性あふれる魅力的なまちをつくり、もって地域の振興
と市民生活の向上に寄与することを目的とする。
この法人は、介護及び看護が必要な高齢者・障害者（児）・乳幼児に対し
富山県富山市四方荒屋字焼田割て、その環境、年齢及び心身の状況に応じ、健やかに生活できる ように、
在宅福祉サービスに関する事業を行い、地域福祉の増進に寄与することを
富山県高岡市角751番地の3
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31

あわすの

平井 建夫

32

とやまいいすまいネット

廣瀬 貴志

33

日本文化経済リサーチセンター

加藤 和郎

34

北陸健康住宅研究会

山下 輝雄

35

富山県砂防ボランティア協会

杉山 武司

36

戸出コミュニティ開発

松嶋 浩二

37

暮らしの経済研究所

中村 公ニ男

38

文福

八木 勝自

39

あいの風

二上 久

40

ユビキタス新湊

池内 桂瑞

41

日本・ラオス総合協力協会

五本 幸正

42

日本女子野球協会

春日 利比古

43

富山スイミングクラブ

安田 達雄

44

JINZU SPORTS CLUB

坂巻 龍雄

45

パートナー

渡辺 菜美

46

知的障害者のくらしを考える会

河井 慶子

47

食と福祉と環境を考えるネットワーク

牛島 政信

48

富山生活総合相談センター

林 富雄

49

とよた学童クラブ

齊藤 真知子

50

おらとこ

野入 美津恵

51

子どもの権利支援センターぱれっと

明橋 大二

52

サポートライフ

小竹 進

53

富山ISO普及支援センター

笠井 一美

54

いちにのさんぽデイサービス

大泉 淳子

55

マイジョブクリエイションズ

盛田 淳

56

富山県自然保護協会

舟﨑 洋一

57

グリーンアーツコミュニティ利賀

竹内 茂彌

58

欠番

59

環・日本海

清家 彰敏

60

デイサービス青空

齊藤 彦三郎

61

とやま環境監査機構

加藤 明博

62

エコテクノロジー研究会

丁子 哲治

63

補食の会

三部 庫造

64

デイサービスなかよし

板倉 淳子

65

三樹福寿会

田中 三夫

66

愛和報恩会

吉田 勇次郎

67

射水おやじの会

高橋 功

この法人の目的は、粟巣野地域の中核施設である粟巣野スキー場の運営
等を担い、龍神の滝や百間滑等の優れた景勝地と立山信仰や越中塩 の
富山県富山市本宮字薄波割1868
道にまつわる文化史跡等の残る当該地域の荒廃を防ぐとともに、その良好
な環境を守り、あわせて同スキー場周辺において多様なスポーツの振興を
この法人は、富山県民に対して、住まいづくりについての啓蒙・支援活動に
富山県富山市野口812番地
関する事業を行い、より良いまちづくりに寄与することを目的 とする。
この法人は、日本に伝承されてきた日本人の心や感性といった文化遺伝
子を人類の財産として普及するとともに、その文化遺伝子が日本の伝統文
富山県高岡市戸出光明寺1870番地
化を形成していく過程の中で、どのような役割を果たしてきたのかを明らか
にし、新たな文化の意義を認識できる機会を創造することをもって、日本の
伝統文化を振興、保存かつ継承し、全ての国民の利益に寄与することを目
この法人は、富山県内の住民に対して、住まいと健康に関する情報を講演
富山県富山市住友町24番８号 会活動等を通して広く普及につとめ、快適で健康な住環境を創設 して福祉
の向上に寄与することを目的とする。
この法人は、土砂災害から県民の生命や財産を守るため、土砂災害防止
富山県富山市安住町3番14号
に係わるボランティア活動を行い、もって県民の福祉に寄与するこ とを目
この法人は、高岡市戸出地区を中心とした市民に対して、文化教育・福祉・
富山県高岡市戸出町3丁目8番10産業等各分野が協働して高齢者福祉や地域の交流促進に関する 事業等
を行い、地域福祉の増進とすみやすい魅力的なまちづくりに寄与すること
この法人は、不特定多数の市民が自己責任時代に対応した賢い消費者と
富山県砺波市中央町7番4号
なるべく、暮らしの中の経済について様々な情報提供を行い、もっ て市民
の社会教育の推進に寄与することを目的とする。
この法人は、障害者・児及び高齢者が、地域社会で自立した生活を営み、
社会参加を確保していくために必要な事業を行い、誰もが安心し て暮らせ
富山県富山市五福3734番地
る文化・福祉・人権・教育の推進を図り、社会全体の利益の推進に寄与す
ることを目的とする。
この法人は、新川地区を中心とした住民に対して、通所介護や学童、乳幼
富山県黒部市宇奈月町栃屋151 児の保育等に関する事業を行い、地域社会福祉の向上に寄与する ことを
目的とする。
この法人は、多くの市民に対して、囲碁・将棋の普及等に関する事業を行
富山県射水市緑町9番23号
い、社会教育の推進に寄与することを目的とする。
この法人は、日本とラオス人民民主共和国との相互交流に興味及び関心
を有する者に対して、教育、文化及びスポーツ等の分野における交 流及
富山県富山市今泉170番地の３
び支援に関する事業や青少年の健全育成を図る事業を行い、日本とラオ
ス人民民主共和国との間の国際交流促進に寄与することを目的とする。
この法人は、野球を愛好する女性に対して、楽しく、目的を持ってプレー出
富山県魚津市三ケ２２７番地の６来る環境作りを構築していく事業を行い、女子野球の振興に寄 与すること
を目的とする。
この法人は、子どもたちや一般の市民に対して、正しい水泳の普及と技術
富山県富山市荒川4丁目1番70号の向上をはじめとした水を通した生涯スポーツに関する事業を行 い、地域
社会の健全な発達に寄与することを目的とする。
この法人は、地域住民をはじめとする多くの人々に対し、ボート競技を中心
富山県富山市猪谷593番地
としたスポーツに関する事業を行い、スポーツの普及と振興を 図り、もって
社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者や障害者及び乳幼児を抱えた方たちが住み慣れた地
域社会の中で、より充実した人生を送ってもらうため、家事及び介護の援
富山県下新川郡入善町上野1672助に関する事業並びに通い、泊まり、居住が可能な住まいの提供に関する
事業並びに乳幼児の緊急一時預かり等の子育て支援に関する事業等を行
い、社会福祉の向上に寄与することを目的とする。
この法人は、知的障害者に対して、グループホームの運営等に関する事業
富山県中新川郡立山町江崎８７ を行い、知的障害者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活 を地域社
会において営むことができるように支援することを目的とする。
この法人は、一般市民に対し、食と健康、生きがいと福祉、地球環境の保
富山県富山市中島一丁目１３番 全に関する啓蒙活動を行うとともに、障害者（児）や高齢者に対 し、地域で
自立した生活を送れるよう支援を行うことにより公益の増進に寄与すること
この法人は、高齢社会の急速な進展に対応し、高齢者に対してより健康的
で安心、安全な生活を図れるよう様々な相談を受け、専門家によ る問題解
富山県富山市根塚町三丁目9番地
決への連絡、助言、援助等の活動に関する事業を行い、不特定多数の公
益の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、共働き家庭の児童たちに対して、放課後や学校長期休業時
富山県富山市米田42番1号
を安全に過ごせるよう、学童保育事業を行い、児童の健全な育成とその保
護者に対する仕事と家庭の両立を支援することを目的とする。
この法人は、介護等が必要な高齢者・障害者（児）・乳幼児や児童に対し
富山県富山市上滝408番地
て、商店街の中でデイサービス等に関する事業を行い、福祉の増進と地域
の活性化に寄与することを目的とする。
この法人は、地域住民に対して、子どもの教育、福祉その他人権に関する
富山県射水市三ケ３６５２番地２ 諸問題に関して、情報提供、相談・支援活動等に関する事業を行 い、青少
年の健全育成と子どもの権利の実現に寄与することを目的とする。
この法人は、一般市民が健全で安定した、より良き人生を送るためのライ
フプランの確立と、それを実現するためのファイナンシャルプラ ンニング及
富山県富山市金泉寺４８８番地３
び資産形成に関する啓蒙、教育に取り組み、加えて、ライフプラン実現のサ
ポートに必要な諸事業の研究とその推進により市民生活に貢献することを
この法人は、一般市民に対して、国際規格（ISO）の理解、普及に関する事
富山県魚津市天神野新字西大野業及び高年齢者・定年退職者教育支援事業を行うこと で、社会教育の推
進に寄与することを目的とする。
この法人は、在宅で介護等が必要な高齢者・障害者（児）・乳幼児に対し
富山県射水市海老江練合570番地
て、 在宅支援サービスに関する事業等を行い、福祉の推進に寄与すること
を目的とする。
この法人は、創業志向者及び求職者に対して、創業や就業に係る情報提
富山県富山市婦中町蛍川178番地
供に関する事業等を行い、新規事業の創出と雇用の拡大及び雇用機 会
の拡充に寄与することを目的とする。
この法人は、一般県民に対して、自然教室の開催や環境調査等に関する
富山県富山市湊入船町３番３０号
事業 を行い、自然と環境の保護に寄与することを目的とする。
この法人は、都市民及び農山村民に対して、都市と農山村にある有形無
富山県南砺市利賀村坂上１８番地
形の資源を活用した文化交流事業等を行い、文化の振興と自然環境 の保
全及び地域づくりに係る人材の育成に寄与することを目的とする。
この法人は、日本海学に関わる調査・研究や日本海学関係諸国との交流
等に関する事業を行い、日本海学の推進に寄与することを目的とす る。
この法人は、高齢者に対して、居宅介護サービスに関する事業を行い、福
富山県砺波市矢木222番１
祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、環境負荷に関連する環境及び土木事業において、全国的な
ネットワークを構築し、環境負荷を限りなくゼロに近づけるため に、情報の
富山県高岡市福岡町三日市５７６
提供及びコンサルティングに関する事業を行い、次世代に負の遺産を残さ
ない環境を形成することを目的とする。
この法人は、地球市民に対して、地域市民の主体的な参画のもと、地域規
模から地球規模までの循環型社会構築に極めて有効な技術、すな わちエ
富山県富山市本郷町１３番地
コテクノロジーに関する事業を行い、地域の学術的、文化的、社会的発展
に貢献し、もって地球環境の保全、持続可能な社会の形成に寄与すること
この法人は、一般市民に対して、一型糖尿病患者の自立を図るために同
富山県砺波市苗加1260番地
病に対する正しい知識の普及啓発及び療育指導等に関する事業を行 い、
医療・社会福祉の増進をもって公益に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者、乳幼児及び障害者（児）に対して、自立した生活を送
富山県下新川郡入善町椚山８９ れるよう在宅福祉サービスに関する事業等を行い、福祉の増進 に寄与す
ることを目的とする。
この法人は、住みなれた地域社会の中で生活を目指す高齢者、障害者
富山県黒部市植木１９４番地の２（児）、痴呆者及び乳幼児に対して、居宅支援サービスに関する事業 等を
行い、ノーマライゼーション社会の実現及び福祉の増進に寄与することを
この法人は、何らかの障害を持つ人に対して、その生活全般の支援に関す
富山県富山市八尾町西川倉23番地
る事業等を行い、社会の福祉の増進に寄与することを目的とす る。
この法人は、親と子や地域に対して、コミュニケーションの一層の促進や横
富山県射水市橋本条130番地 の繋がりの強化を図りながら子育てに関する事業を行い、子ど もの健全育
成や地域の活性化に寄与することを目的とする。
富山県射水市三ケ908番地の１
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認証団体一覧
68

NPO福光

辻野 清志

69

ひらすま

佐伯 知華子

70

新湊くらし応援団

五十嵐 敏彦

71

立山町馬術協会

高平 公嗣

72

わくわく小矢部

加藤 邦子

73

立山自然保護ネットワーク

河野 昭一

74
75

欠番
欠番

76

ＩＴコーディネ－タ富山

吉田 誠

77

さくらの家矢木

吉田 直子

78

安全企画センター

溝上 與夫

79

デイケアハウス手をつなごう

木本 好枝

80

学校外教育支援協会

福本 秀樹

81

片貝川の清流を守る会

横田 一男

82

創藝

小原 勉

83

つむぎ

飯田 恭子

84

里山倶楽部

稲葉 實

85

たんぽぽ

砂田 堅次

86

ウェルネット

雄川 友美子

87

訪問理美容サービス髪ねっと

高橋 賢一

88

元気やネット

岡村 祥子

89

グリーンツーリズムとやま

長崎 喜一

90

欠番

91

富山県キャリアコンサルタント協会

中田 繁政

92

心泉いなみ

窪田 育夫

93

富山県地すべり防止工事士会

松井 守

94

公清会

黒田 義夫

95

フィールドパフォーマンスクリエイトラボ 樋口 和久

96

富山・イタズラ村・子ども遊ばせ隊

早川 隆志

97

デイサービスわかば

中村 ゆみ

98

とやまの木で家をつくる会

池田 通則

99

まほろば

藤岡 毅智

100 立山ＷＡいいちゃ

清水 利恵

101 富山観光創造会議

笹倉 俊郎

102 あいこでしょ

高柳 美幸

103 多重債務者救済支援機構

山口 光晴

この法人は、地域住民に対して、南砺地方に伝わる有形・無形の資産を次
世代に伝える事業等を行い、地域文化の保存と伝承や日本の成長 を支え
た世代の活性化と次世代の育成を図ることを目的とする。
この法人は、年齢や障害の有無に関わらず、誰もが助け合いお互いを認
富山県高岡市木町２番２５号
め合いながら自分らしく暮らしたいと望む人に対して、在宅支援 サービスに
関する事業を行い、心豊かに暮らす福祉の推進に寄与することを目的とす
この法人は、新湊市を中心とした市民に対して、児童教育、高齢者福祉、
商業等各分野が協働して高齢者福祉や保育サービス事業、地域の 交流
富山県射水市本町３丁目12番地
促進に関する事業等を行い、地域福祉の増進、中心街の活性化及び住み
やすい魅力的なまちづくりに寄与することを目的とする。
この法人は、富山県民に対して、馬術競技の普及・奨励等に関する事業を
富山県中新川郡立山町五郎丸２２２
行い、馬術競技の健全な普及発展及び県民の心身の健全な発達に 寄与
することを目的とする。
この法人は、乳幼児、児童、障害者（児）及び高齢者等に対して、在宅福祉
富山県小矢部市新富町４番１号 サービス、生きがい活動、生活支援に関する事業等を行い、福祉の増進に
寄与することを目的とする。
この法人は、広く県民のために、立山連峰一帯で動植物等の調査研究や
富山県富山市中野新町一丁目１環境整備等に関する事業を行い、自然環境の保全及び環境教育の推 進
に寄与することを目的とする。
富山県南砺市高宮８４２番地

この法人は、戦略的な情報化投資に熱意と意欲を持つ不特定多数の者に
対して支援活動を行うとともに、ITコーディネータ及びITコー ディネータを目
指す者の能力研鑚と交流促進を図り、もって富山県におけるITコーディ
ネータ制度の健全な発展と県内産業の活性化に寄与することを目的とす
この法人は、高齢者等に対して、在宅福祉サービスに関する事業を行い、
富山県砺波市矢木８６番地
福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、富山県民に対して、道路の調査並びに地域安全に係るパト
富山県富山市金屋3783番地の７
ロール事業等を行い、環境の保全に寄与することを目的とする。
この法人は、乳幼児、障害者（児）、高齢者等に対して、在宅福祉サービス
富山県高岡市本丸町13番18号
に関する事業を行い、福祉の増進に寄与することを目的とす る。
この法人は、不登校生や保護者に対して、居場所の提供やカウンセリング
等を行うとともに、学習の機会を必要としている青少年や保護者 及び社会
富山県高岡市駅南1丁目1の18番地
人に対して、充実した学習機会の提供や学校外教育に関する助言又は支
援・協力等を行うことにより、青少年の人権の擁護や次世代を担う人材の
育成に 寄与することを目的とする。
この法人は、富山県民に対して、片貝川の清流や日本海の環境を守るた
富山県魚津市東城字前村４１３６め、水環境の調査研究や清掃活動等の事業を行い、環境の保全と住 みよ
いまちづくりや学術、文化の更なる増進に寄与することを目的とする。
この法人は、子どもから高齢者までの不特定多数の方を対象に、まちづく
りの様々な課題に積極的に取り組み、「出逢いとふれあい」ので きる「場」
富山県南砺市城端4316番地の１の創設と、それによる自己の人間的成長を広くサポートすることで、市民・
行政の協働によるまちづくりの中核を担い、地域社会における自然、福祉、
教育、文化など生活の質の向上と活性化に貢献することを目的とする。
この法人は、お年寄り、障害を持った人や子どもを抱えた人達が住みなれ
た地域社会の中で、より充実した人生が送れるよう一時預かりなどの事業
富山県魚津市吉島５１１番地
を行うとともに、地域住民が健康、介助や介護に理解を深めるための普及
啓発・支援事業などを行うことにより、社会福祉と地域保健の向上及びまち
づくりの推進に寄与することを目的とする。
この法人は、広く県民に対して、環境の保全を図りながら、自然環境を活か
富山県富山市太田口通り一丁目した コミュニティづくりに関する事業を行い、真に豊かで健康な暮らしを企
画・実践し、 住みよいまちづくりの推進を図ることを目的とする。
この法人は、高齢者等に対して、歌唱や舞踊による施設への慰問活動等
富山県砺波市高道９９番地２
に関する事業を行い、 福祉の増進と社会教育の推進に寄与することを目
この法人は、 高齢者及び障害者(児)が、安全で自立した生活が送れるよう
富山県高岡市中川園町７番１１号
住宅改修事業等を行い、 地域福祉の増進に寄与する ことを目的とする。
この法人は、 理美容所に来ることができない福祉施設、病院等に入所中
富山県富山市四方恵比須町31番地
の方々並びに在宅療養中の方々に対して、 訪問理美容を行うことにより、
地域福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、 子育て中の母親をはじめとした一般市民に対して、健康体操
富山県射水市南太閤山15丁目61を通した交流事業等を行い、 思いを共有できる場づくりと心身の健康の増
進に寄与する ことを目的とする。
この法人は、 都市・農山漁村の交流及びグリーンツーリズム（農山漁村で
楽しむ、ゆとりある滞在型余暇活動）活動の 推進に関する事業を行い、元
富山県富山市神通本町本町一丁目
気で活力のある農山村漁村の創造と人間性豊かな地域社会の形成に寄
与する ことを目的とする。
富山県富山市安住町5番21号

この法人は、 青少年、職業人、社会人等に対して、キャリアコンサルティン
グの普及・啓発事業を行うとともに、 キャリアコンサルタントに対して、キャ
富山県富山市上飯野新町二丁目リアコンサルタントの能力・資質の確保・向上を図る事業を行い、 個人の主
体的なキャリア形成の促進や職業生活の充実、ひいてはわが国の雇用の
安定と豊かな社会形成に寄与する ことを目的とする。
この法人は、南砺市井波地域の住民及び南砺市井波地域を訪問する人々
に対して、有形無形の資源を活用し、地域のにぎわい創出に関する事業や
富山県南砺市北市128番地４
歴史的遺産の保全事業等を行い、活気ある地域づくりと活力ある人づくり
に寄与することを目的とする。
この法人は、 富山県内のすべての住民に対して、地すべり防災に関する
富山県富山市安住町3番14号
啓発事業等を行い、地域の安全に寄与する ことを目的とする。
この法人は、 富山県東部地域に在住する高齢者、知的、身体障害児（者）
とその家族に対して、ニーズに合わせた 様々なサービスを提供するととも
富山県中新川郡立山町五郎丸149
に、地域社会に向けた障害児（者）へのノーマライゼーションの普及啓発に
関する事業を行い、心豊かなまちづくりの推進に寄与する ことを目的とす
この法人は、 一般市民に対して、地域に根ざしたスポーツチームの運営や
富山県高岡市長慶寺1063番地4 競技力向上に関する事業等を行い、 スポーツの普及及び振興並びに地域
社会における人材の育成に寄与する ことを目的とする。
この法人は、 子どもを育てる者に対して、子育て支援に関する事業等を行
うとともに、 若者に対して、子どもと遊ぶ力を養成する事業を行い、子育て
富山県富山市呉羽町6454番地1
関係者の 心の交流の場づくりと、子どもと楽しくコミュニケーションをとれる
環境づくりに寄与する ことを目的とする。
この法人は、 乳幼児、障害者（児）、高齢者等に対して、在宅福祉サービス
富山県氷見市稲積1862番地
に関する事業を行い、福祉の増進に寄与する ことを目的とする。
この法人は、 生活者に対して、とやまの木の良さと必要性を知ってもらい、
林業家・製材所・工務店・建築家・生活者が お互いに顔の見える関係で、
富山県富山市南新町1番12号 とやまの木を活用した家づくりに取り組むことを支援する事業を行い、 安心
して暮らせる持続可能な地域循環社会を創ることと、とやまの森林に元気
を取り戻し、 森林と人との絆を深めることに寄与する ことを目的とする。
この法人は、 主に高齢者や定年後の再就職を目指す人たちに対して、そ
富山県氷見市窪2014番地7
の人の経験や技術にあった求人情報を提供し、 働く意志のある人たちを
支援することで、生きがいのある生活と雇用の創出に貢献する ことを目的
この法人は、 介護などが必要な高齢者、障害者（児）、乳幼児や児童に対
して、デイサービス等に関する事業を行うとともに、 地域での体験事業等を
富山県中新川郡立山町栃津70番地
実施することで、幅広い層の交流の機会を提案し、まちづくりの推進を図る
ほか、 障害者が仕事として事業に携わり社会参画ができるようにサポート
し、福祉の増進と地域の活性化に寄与する ことを目的とする。
この法人は、 富山市民及び富山を訪れる観光客に対し、「富山のくすり」な
富山県富山市堤町通り一丁目３ どの伝統的産業を観光に活かす事業を行い、 富山市を核とした中心市街
地の賑わいのあるまちづくりの推進や経済活動の活性化に寄与する こと
この法人は、 高齢者等に対して、在宅福祉サービスに関する事業を行い、
富山県富山市蓮町４丁目７番地
福祉の増進に寄与する ことを目的とする。
この法人は、 多重債務者とその家族が真に豊かな生活を回復するため人
権擁護と支援、そしてカウンセリング学習を 通じて多重債務者自身が自己
富山県富山市塚原194番地１
の弱点に気づき、どのようにすれば社会復帰ができ、健全な国民として自
立できるかを応援し、社会に貢献できる人材に立ち直らせることを目的とす
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認証団体一覧

104 アイ・フィール・ファイン

長谷川 由美

105 どんぐり山共同保育園

新迫 弘康

この法人は、 高齢者が健康で快適な自立した生活を送るための環境と仕
組みを提供し、 さらにそのコミュニティが主体となった文化活動、子供や障
富山県富山市八尾町新田5182番地
害者のための支援活動、 国際交流活動などを通して、彼らが培ってきた知
恵や技術を次の世代に伝えるといった 社会的役割を担うことによって、地
域の活性化と社会の福祉の増進を図り、広く公益に貢献する ことを目的と
この法人は、 乳幼児、障害児とその親を対象に、保育、地域の子育て支
富山県富山市北代字伊佐波5165援、障害児への支援などに関する事業を行い、 もって地域社会に寄与す
る ことを目的とする。

H16.10.12

H16.11.25

106 欠番
107 利賀山川まもる

米澤 博孝

108 コミュニティサポート黒部

中田 宜臣

109 勇気２０１５

藤井 明美

110 ありがとうの家

佐藤 恭二

111 コミュニティビジネスネットワーク

園 利宗

112 難病ネットワークとやま

中川 美佐子

この法人は、 庄川・神通川流域の住民と共に、砂防事業の促進や砂防の
歴史継承、地域活性化を図る事業を行い、 地域住民や訪れる人々の安
心・安全の確保、防災意識の向上、国際交流などを含めた、安全で活力あ
る 魅力的な地域社会の形成に寄与する ことを目的とする。
この法人は、 文化・教育・社会福祉・産業等各分野が協働して高齢者福祉
富山県黒部市三日市大町3309番地
や地域の交流促進に関する 事業等を行い、地域福祉の増進とすみやすい
魅力的なまちづくりに寄与することを目的とする。
この法人は、 高齢者、障害者及び現役世代が互いに助け合い、ソフト及び
富山県富山市向新庄町4-14-48 ハード面も含めた夢と希望そして 勇気の持てる社会の実現を目指し、生活
支援サービスに関する事業を行い、福祉の増進に寄与する ことを目的とす
この法人は、 介護及び看護が必要な高齢者・障害者（児）、乳幼児や児童
に対してその環境、年齢及び心身の状況に応じ 健やかに生活できるよう
富山県富山市堀川小泉町一丁目
に、在宅福祉サービスに関する事業を行い、地域福祉の増進に寄与する
ことを目的とする。
この法人は 福祉、教育、農業、環境とまちづくりに関した各地の事例調査
をし、コミュニティビジネスの研究、 ビジネスモデルの創造をする。 この調
富山県高岡市中川上町10番14号査、研究、モデルを活かしてコミュニティビジネスに関心のある個人、グ
ループに対して コミュニティビジネス関係のＮＰＯ法人の設立、運営の情報
の提供、助言、指導、広報事業をおこなう。
この法人は難病相談・支援センター設置を基とし、難病あるいは原因や治
療法及び完治が未確立の病と闘う 患者・家族に対する情報提供や正しい
富山県富山市清水町1丁目1番地知識の普及啓発を行うと共に、社会的及び経済的・精神的自立支援に 関
する事業を行う。又、治療法解明に向けて関係機関に働きかける事により
医療と福祉の増進を図り、 誰もが住みよい社会に寄与する事を目的とす
富山県南砺市利賀村171番地

H16.12.24

H17.1.7
H17.1.12

H17.3.3

H17.3.7

H17.3.9

113 欠番
114 富山スポーツコ ミュニケーションズ

佐伯 仁史

115 富山県在宅生活支援センター

佐々木 馨

116 さくら堤の会

又市 與志雄

117 エッセンスクラブ

赤穂 英吏子

118 ふらっと

宮袋 季美

119 福光スポーツクラブ

井口 邦雄

120 山田牛岳スキークラブ

久保 敏行

121 富山県腎友会

水本 承夫

122 海竜

堀江 耕一

123 障害者乗馬の会リトル・トゥリー

奥沢 弘子

124 神通さくら野会

金嶋 久貴子

125 ＧＲＯＵＳＥＳ．ＮＥＴ

黒田 祐

126 富山ベースボールクラブ

吉田 義夫

127 富山ＧＩＳ総研

寺島 雅峰

128 かみいち福祉の里

奥井 健一

129 八代地域活性化協議会

森杉 國作

この法人は、自ら楽しみ、 夢を追い 続けられるようなスポーツ活動を望む
人々を対象に、サッカーを中心とした生涯スポーツの推進を図 り、心身の
富山県富山市奥田町12番 41号ク
健全な育成を支援すると共に、様々なスポーツを通じた地域社会との交流
レイン
をはじめとするスポーツ文化の振興を図り「する・見る・話す・働く・やり が
い」を感 じることのできるスポーツ環境整備を目的とする。
この法人は、高齢者、障害者(児)、病弱者に対して、福祉事業を行い、公共
富山県砺波市深江１丁目290番地
の福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、地域住民に対して、準用河川半俵川の改修工事完成により、
住宅浸水、田畑への冠水被害解消解決と農業用水の取水堰堤完成を記
富山県富山市一本木261番地16 念し、半俵川堤防に“桜の苗木”を植樹する事業を行い、後世に水の恵に
感謝する心を伝え、地域住民の連帯意識を養い、親睦を深め、ふるさとの
街づくりと人づくりに寄与することを目的とする。
この法人は、うつ病患者、強皮症患者及び小児喘息患者並びにその家族
に対して、同病に対する情報提供や正しい知識の普及啓発を行うととも
富山県富山市経堂四丁目13番1
に、精神的自立支援に関する事業を行い、医療と福祉の増進を図り公益に
寄与することを目的とする。
この法人は、障害者（児）、高齢者等に対して、在宅福祉サービスに関する
富山県射水市太閤町4番地
事業を行い、福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、会員並びに地域住民に対して、運動・スポーツ活動の振興に
富山県南砺市福光616番地
関する事業を行い、地域の活性化を図るとともに、健全な心身の育成に寄
与することを目的とする。
この法人は、全てのスポーツ愛好者に対しスキー及びスノーボードの技術
富山県富山市山田湯780番地 指導を通じて、技術向上及び交流、親睦に寄与するとともに牛岳周辺地域
の振興を図る事を目的とする。
この法人は、腎臓病に関する正しい知識の普及及び社会啓発ならびに腎
富山県富山市下飯野70番地４ 臓病患者の自立と社会参加の促進を図り、もって県民の保健、福祉の向
上に寄与することを目的とする。
この法人は、富山湾の魅力を媒体に、県内マリーンスポーツ愛好者ならび
にマリーナに関与する人々を対象として、安全第一を標榜しながら、海洋活
富山県富山市小杉120番地
動における、ゆとりある余暇活動に関する事業を推進し、豊かなライフスタ
イルの創造と地域のにぎわい形成に寄与することを目的とする。
この法人は、障害をもつ人に対して、心身のリハビリテーションと余暇の有
富山県富山市呉羽町７３５５番地用に関する事業を行い、障害をもつ人の社会参加、また、それを支えるボ
ランティアの育成や障害者乗馬活動の普及に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者、障害者（児）、児童に対して、介護・保育に関する事
富山県富山市八尾町西神通882 業を行い、高齢者、障害者（児）、児童の心身の健康の増進に寄与すること
を目的とする。
この法人は、地域住民に対して、バスケットボールを中心としたスポーツに
富山県中新川郡上市町若杉新21関する事業を行い、スポーツ文化の振興と普及および青少年の健全育成
に寄与することを目的とする。
この法人は、社会人野球富山ベースボールクラブと、富山県野球界の各組
富山県富山市布瀬本町14番地２織との連携のもと、野球競技の普及、推進及び技術の向上に関する事業
を行い、県民スポーツの振興と、青少年の健全育成に寄与することを目的
この法人は、ＧＰＳ等による高精度位置情報を活用したＧＩＳ（地理情報シス
テム、以下同じ）データを構築することにより、富山県内に在住在勤する一
富山県富山市田中町一丁目14番
般市民、 市民団体、自治体、企業に対して、高精度位置情報の提供、ＧＰ
Ｓ及びＧＩＳの普及、技術の推進に関する事業を行い、社会貢献に寄与する
この法人は、主に、地元中新川広域圏在住の高齢者に対して、グループ
富山県中新川郡上市町東江上288
ホーム、ショートステイ、デイサービス、居宅介護支援等に関する事業を行
い福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、八代を中心とした地域住民及び八代や氷見市を訪れる人々
富山県氷見市磯辺62番地１
に対して、地域の交流と活性化に関する各種の事業を行い、地域交通の
確保と環境を守り、元気で魅力ある地域づくりに寄与することを目的とす
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130 欠番
131 ケアマネジメント結

中村 淳子

132 富山国際学院

奥村 隆信

133 つばさ21

吉田 哲

134 水辺のまち新湊

荒木 輝夫

この法人は、高齢者等に対して、福祉の相談・援助に関する事業等を行
富山県下新川郡入善町椚山49番地
い、福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、外国人日本語学習者に対して、日本語の習得に関する事業
を行うとともに、日本語教師、ボランティア日本語教師の育成の事業等を行
富山県富山市下新町4番22号
い、外国人及び日本人の国際理解並びに定住外国人の暮らしの改善に寄
与することを目的とする。
この法人は、障害児・障害者及び高齢者等に対して、地域での自立と社会
参加を推進し、「一人ひとりが地域での望む暮らし」「ひとりの人としての当
富山県高岡市戸出町３丁目21番
たり前の暮らし」の実現をめざした居宅介護事業及び一般乗用旅客自動車
運送事業を行い、健康福祉及び地域福祉に寄与することを目的とする。
この法人は、地域住民や来街者に、住みやすいまち、そして訪れたくなるよ
うなまちづくりを図るため、地域密着型のまちづくり事業を行うとともに、交
富山県射水市本町二丁目10番35
流サロンなどのサービス供与により福祉の増進等に関する事業等を行い、
まちづくりの推進、そして広く公益に貢献することを目的とする。

H17.8.29
H17.9.2

H17.9.6

H17.9.16

135 欠番
136 よりどころ

仙田 國明

富山県高岡市二塚1316番地

137 地球の夢

福本 誠

富山県射水市枇杷首42番地

この法人は、高齢者や障害者、子ども等に対して、在宅福祉サービスに関
する事業を行い、地域福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、子どもを中心に、日本を含め世界中に暮らす人々に対して、
国際協力を通じて学校・孤児院・病院等の施設の建設及び運営・維持の支
援、並びにその施設に定期的に訪問する事や、現地の人に直接生活物資
や音楽を届ける事や対話を通して生まれる心と心の交流を図る事業を行
い、人が人として心豊かに、幸せに、より良く生きて、愛を継続的に経験し
ながら生きることができる社会の実現を目指し、国際協力の活動の増進に

H17.10.24

H17.10.25

認証団体一覧

138 クラブJｏｙ

水口 進

139 ふちゅうスポーツクラブ

柞山 明

140 北陸救急災害医療機構

千田 良

141 かがやき

長澤 信治

142 富山の名水を守る会

岡岸 喜義

143 高岡市水泳協会

小馬 保

144 ケアサークルひばり

原田 ひとみ

145 のどか

中原 政睦

146 親と教員の会こどものその

柳 美喜子

147 工房あおの丘

島先 亜希

148 新湊カモンスポーツクラブ

金子 堅太郎

149 ありみね

尾崎 眞佐子

150 おやべスポーツクラブ

藤村 道博

151 立山エベレスト友好協会

佐伯 信春

152 雪峯倶楽部

藤井 貢

153 ありがた家

喜多 聡美

154 農業開発技術者協会・農道館

足立原 貫

155 アイウェーブ

荒井 猛

156 富山県日中友好協会

石澤 義文

157 まいど家

高畑 博行

158 ハッピーウーマンプロジェクト

小林 涼子

159 越路まちづくり協議会

髙瀨 米光

160 よらんまいけ

黒田 弘美

161 南砺の山々を守る実行委員会

桃野 忠義

162 ささえ愛

大和 真理子

163 ケアマネジメントかがやき

新田 和子

164 ワークハウス剱

荒木 宏子

165 富山カウンセリングセンター

中川 孝

166 れいんぼーみさき

寺田 秀雄

167 南砺市医師会

吉岡 勉

この法人は、南砺市城端地域を中心とする地域住民に対し、スポーツ・文
化活動の普及推進に関する事業を行い、またその事業の振興を図るととも
に、子どもから高齢者までの地域住民が「健全な心身」と「豊かな心」で日
常生活が送ることができるよう寄与することが目的です。
この法人は、会員及び地域住民に対して、健康スポーツに関する事業を行
い、会員及び地域住民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。合
富山県富山市婦中町砂子田1番
わせて、会員及び地域住民が交流を深め地域社会が連帯できる環境を提
供することを目的とする。
この法人は、医療従事者や一般市民に対して、地域社会における救急災
富山県富山市金屋767番地18 害医療に関する研究及び開発ならびに普及啓発を推進し、もって地域福祉
に寄与することを目的とする。
この法人は、在宅で介護及び看護が必要な高齢者及び障害者（児）に対し
富山県小矢部市埴生2839番地９て、在宅福祉サービスに関する事業等を行い、地域の人々の保健、医療又
は福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、一般市民に対して、富山の名水を調査研究し普及を図る事、
富山県射水市鷲塚142番地24 また環境汚染対策に関する事業を行い、富山の名水を守り、永く後世に残
す事に寄与することを目的とする。
この法人は、高岡市を中心とした地域住民に対し、水泳の指導や水泳選手
富山県高岡市長慶寺650番地 の育成強化に関する事業を行い、スポーツの振興と地域住民の心身の健
康に寄与することを目的とする。
この法人は、在宅で介護が必要な高齢者、障害者（児）に対して、在宅支
富山県射水市戸破4466番地2
援サービスに関する事業を行い、福祉の推進に寄与することを目的とす
この法人は、高齢者、障害者、乳幼児及び児童など社会的弱者といわれて
いる誰もが住み慣れた地域で、家庭的雰囲気の中できめ細やかな介護、
富山県氷見市中村446番地１
介助、保育などのサービスを小規模で多機能な共生施設で提供をしなが
ら、地産地消型福祉の理解を深める活動を推進し、地域福祉に寄与するこ
この法人は、広く一般市民に対して、子どもと親の健全育成に関する事業
富山県高岡市大町11番19号
などを行い、地域社会に寄与することを目的とする。
この法人は、障がい者が地域で自立し、充実した生活が送れる社会の実
現を図るため、障がい者の自立生活支援に関する事業や、障がい者の福
富山県下新川郡入善町道古34番地
祉に関する啓発・広報事業を行い、ノーマライゼーション社会の実現に寄与
することを目的とする。
この法人は、受益者負担の精神と自主運営に基づいた地域密着型の生涯
スポーツの拠点組織として、多世代、多種目、多目的なスポーツ及び文化
富山県射水市久々湊467番地 メニューを地域住民に提供することにより、子供たちの健全な心身の育成
に寄与し、生涯にわたりスポーツに親しみ、元気で連帯感あふれる「まちづ
くり」に資することを目的とする。
この法人は、高齢者、障害者（児）、児童に対して、居宅福祉サービスに関
富山県富山市亀谷350番地13
する事業を行い福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、小矢部市を中心とする地域住民に対してスポーツ・健康づくり
活動と文化活動の振興に関する事業を行い、会員が健康の保持増進を図
富山県小矢部市埴生字八俵2124り、親睦を深められるようにするとともに、会員のみならず地域住民の健全
な心身の育成に寄与することを目的とする。又、そのことを通して活力ある
まちづくりに貢献することを目的とする。
この法人は、立山地域とネパール国エベレスト地域で活動する人々に対し
富山県中新川郡立山町芦峅寺七姫平
て、山岳を基調とした教育、文化、登山、自然環境保全等に関する交流支
援事業を行い、両地域の国際交流に寄与することを目的とする。
この法人は、南砺市周辺に住む人や訪れる人に対して、世界文化遺産に
登録された合掌造りのある五箇山を核として、富山の文化と環境が共生す
富山県南砺市菅沼字仕明855番地
る地域経済や次世代の人づくりに関する事業を行い、地域の活性化とより
良い社会の発展に寄与することを目的とする。
この法人は、乳幼児・障がい者（児）・高齢者をはじめとする地域に住むす
べての人々に対して、楽しみや生きがいを持ちながら住みなれた地域で暮
富山県富山市八尾町福島3丁目
らして行けるよう、在宅福祉サービスに関する事業等を行い、福祉の増進
に寄与することを目的とする。
この法人は、農林業の担い手を志す者・農林業に関連するボランティア活
動に携わる者等に対して、広く農林業への理解を深める実践活動の場と機
会を提供し、農林業の活性化に寄与するとともに、自然から遠ざかった都
富山県富山市安養寺110番地
市生活の見直し、自然環境の保全、農林業の国際協力を考えて活動する
人物の育成、それらの活動の支えとなる学術振興を図り、もって健全な社
会の形成に貢献することを目的とする。
この法人は、会員及び地域住民に対して、文化・スポーツ活動の振興に関
富山県南砺市井波700番地110 する事業を行い、地域の活性化を図るとともに、会員及び地域住民の健全
な心身の育成に寄与することを目的とする。
この法人は、日本国と中華人民共和国両国民の間の相互理解と友好関係
を増進するため、富山県民及び国内外の中国人に対して友好交流及び相
富山県富山市赤江町1番7号
互理解推進事業を実施し、もって日本とアジア及び世界の平和と繁栄に貢
献することを目的とする。
この法人は、乳幼児、障害者（児）、高齢者に対して、在宅福祉サービスに
富山県富山市長江5丁目2番8号
関する事業を行い、福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、主に女性と子どもに対して、保健、医療に関する事業を行い、
富山県富山市磯部町一丁目６番その健康（身体的・精神的・社会的に良好な状態であること）の増進に寄与
することを目的とする。
この法人は、地域住民および大久保地区を訪れるものに対して、地域住民
富山県富山市下大久保1064番地自らが参画し、環境保全や文化継承などに関する事業を行い、住みやすい
まちづくりに寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者、障害者、子ども及び地域住民が助け合い、全ての人
富山県富山市布目3444番地
が地域社会の中で快適に生活できることを目指し、居宅介護サービスに関
する事業を行い、福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、調和のとれた南砺地方の自然環境を自らの手で守り、次代に
その意義と価値を伝えるとともに、南砺市全体の山々を守る広葉樹林再生
事業を通じて、身近な場所の保全が地球全体の環境を守る最良の方法で
富山県南砺市高儀387番地の4 あるという意識を広め、市民の自然との共生意識向上と地域社会の良識あ
る発展を促し、随時にＮＰＯ・行政・企業との真摯なパートナーシップを結ぶ
ことにより、周辺自然林の恩恵を感じる生活空間を構築できるような市民社
会の実現に寄与することを目的とする。
この法人は、援助を必要とする高齢者等に対して、訪問介護及び居宅介護
支援等に関する事業を行い、利用者の自己実現を支援することをはじめと
富山県中新川郡舟橋村稲荷60番地
し、ノーマライゼーションの理念のもとに地域社会に福祉文化が浸透するた
めに必要な活動を行うことを目的とする。
この法人は、高齢者等に対して、介護保険の理念に基づく在宅介護の相
富山県黒部市生地神区495番地 談・援助に関する事業を行い、高齢者福祉及び地域福祉の推進に寄与す
ることを目的とする。
この法人は、障害者及び高齢者が、個人の尊厳を保持しつつ、地域で自
立した生活を営むことができるよう社会参加を支援し、多様な事業や活動
富山県中新川郡上市町中江上99
を行うことにより、誰もが安心して暮らせる福祉の町づくりの推進及び地域
福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、原則として富山県内に居住する人々並びに会員に対して、カ
富山県富山市大泉本町一丁目２ウンセリングに関する事業を行い、心のケア並びにカウンセリング技術の
習得と普及を図ることをもって社会福祉に寄与することを目的とする。
この法人は、障害を抱える人々が、地域で当たりまえに生活していけるよう
富山県富山市針原中町905番地 な社会参加促進事業を行うことにより、障害者福祉、地域福祉の増進をは
かり、地域全体の利益に寄与することを目的とする。
この法人は、南砺市における、公衆衛生の向上及び医学技術の発達普及
を図るため、情報提供、講演会等の開催、地域医療に関する連絡調整及
富山県南砺市荒木1550番地南砺市福光庁舎別館
び医療関連施設への助成等を行い、もって住民が安心して暮らせる地域
保健医療の環境整備に寄与することを目的とする。
富山県南砺市城端1046番地

H17.11.16

H17.11.21

H17.11.30
H17.12.2
H17.12.7
H17.12.27
H17.12.28
H18.1.10
H18.1.25
H18.3.3

H18.3.13

H18.3.20

H18.3.23

H18.3.24

H18.3.27

H18.3.27

H18.3.29

H18.3.30

H18.3.31
H18.4.5
H18.5.18
H18.5.26
H18.5.9

H18.5.11

H18.5.18

H18.5.19

H18.6.16

H18.6.6
H18.7.19

H18.9.15

168 欠番
169 茶道清風の会

辻 やす子

170 やすらぎ

押田 啓治

この法人は、青少年や次代を担う子供たち並びに一般社会人に対して、茶
富山県高岡市伏木中央町1番12 道の精神に基づいてより豊かな日常生活の創出に関する事業を行い、社
会教育活動に寄与することを目的とする。
この法人は、精神障害者に対して、地域の一員としてさりげなく、自由に生
活していく場を提供し、地域生活支援事業及び社会復帰や社会参加の促
富山県富山市町村53番地６
進を図るための事業を行い、障害を抱える人たちの福祉の増進に寄与す
ることを目的とする。

H18.9.1

H18.8.24

認証団体一覧

171 まちなかライフスタイル研究会

室伏 昌子

172 なんと-eユビキタスネットワーク協議会 野村 守

173 上野方地域活性化協議会

馬場 均

174 松倉地区バス運行協議会

米山 久清

175 F-site

稲林 忠雄

176 買物くらし応援団

能崎 博

177 憩いの家

柴田 樹

178 アートセッションとなみ野

神下 正弘

179 日本吟謡歌曲舞踊総連盟

宮脇 與一

180 ゆめさぽーとらいちょう

本田 徹

181 あすなろ滑川

若林 悦大

182 工房ジョ・イン

石黒 信治

183 黒部市ひまわり福祉作業所

上坂 守利

184 ワークホーム悠々

佐伯 利信

185 えいぶる

神島 健二

186 安靖氷見共同作業所

越田 外喜夫

187 北陸福祉会

高澤 和浩

188 森林総合支援センター

鶴巻 登志広

189 市民オンブズ富山

青島 明生

190 まま

木村 吉秀

この法人は、おもに県内に住む幅広い年代層の生活者に対してまちなかで
暮らす魅力や重要性を知ってもらうため、まちなかで安心して暮らせる良質
な暮らし方の提案や、新しい生活スタイルの研究及び支援事業を行うこと
で、まちなかの賑わい創出と富山らしい魅力あるまちづくりに寄与すること
この法人は、８町村で合併した南砺市民に対して、市民参加型地域ポータ
ルサイトを基盤に、ＩＣＴ（Information&Communication Technology）を利活用
富山県南砺市福光7336番地4 した魅力あるまちづくりの創出に関する事業を行い、南砺市民全員が参
加・活用できるユビキタス社会の実現を図り、人々が健やかに暮らせる地
域社会づくりに寄与することを目的とする。
この法人は、上野方地区を中心とした地域住民及び上野方地区や魚津市
を訪れる人々に対して、郊外住宅地と市街地を結び、市民間の交流の向
上と魚津市の新しい公共交通の確立を目指した地域活性化バス運行や、
富山県魚津市大海寺野248番地 環境パトロールに関する事業を行い、地域活性化の一端を担うべく、高齢
者や学生児童等、移動制約者の足を確保するとともに、各ボランティア活
動グループのネットワーク化を目指すことで、中山間部農村地域や郊外住
宅地の住環境と地域力の向上に寄与することを目的とする。
この法人は、松倉地区を中心とした地域住民及び松倉地区や魚津市を訪
れる人々に対して、中山間地農村部と市街地を結び、市民間の交流の向
上と魚津市の新しい公共交通の確立を目指した地域活性化バス運行に関
富山県魚津市鹿熊1656番地
する事業を行い、地域活性化の一端を担うべく、高齢者や学生児童等、移
動制約者の足を確保することで、中山間部農村地域の住環境と地域力の
向上に寄与することを目的とする。
この法人は、高度な技術と豊富な経験を有する会員相互の協力により、一
般市民に対して映像および演劇などをはじめとする芸能に関する分野を機
軸にした文化の向上を図るための調査研究・教育普及を幅広く行うととも
富山県富山市下冨居二丁目７番に、市民や各種団体に助言や提案、支援・協力を行うための仲介役として
機能し、自らも新たな文化の創造、スポーツの振興、次世代を担う人材の
育成を推進することをもって社会教育、健全なまちづくり、市民生活の向上
とホスピタリティーの醸成、国際協力等の公益の増進に寄与することを目
この法人は、少子高齢化社会が現実化してくる今日、毎日のお買物が負担
と感じる一人住まいの高齢者、子育て中で日々の買物が出来ない人々に
富山県高岡市大坪町３丁目７番 対して、買物を代行するサービスや自宅までお届けする事業を行い、我々
が社会に役立ち、働き甲斐に対して充実感を感じる事業を推進し、もってす
みやすい街づくりに寄与することを目的とする。
この法人は、障害者が地域社会で自立し充実した生活を送れるよう、自立
富山県高岡市高陵町8番49号 支援及び社会参加事業を行い、地域社会に対し障害者の福祉に関する啓
蒙、広報を行い、ノーマライゼーション社会の実現に寄与することを目的と
この法人は、となみ野を基点として活動する若者が集い、となみ野を愛する
富山県南砺市野田1330番地３ 人々に対して地域の芸術・文化意識に関する事業を行い、個性あふれる輝
かしい「未来のとなみ野」づくりに寄与することを目的とする。
この法人は、吟謡歌曲舞踊に関する伝承、創作活動を行い、邦楽、洋楽の
領域を超えて共同創作による舞台活動を志向する個人及び団体に対し
て、伝承、創作活動への支援事業として舞台公演、国際交流などの場を提
富山県高岡市太田5027番地
供する事業、指導者の育成や資質の向上を図る事業、これらの支援スタッ
フの育成事業、愛好者の増加拡大を図る為の啓発普及等の事業を行い、
青少年の健全育成及び社会教育を助長し、国際交流活動を通じて吟謡歌
曲舞踊の理解と周知に努め日本の伝統芸能、振興普及に寄与することを
この法人は、障害を乗り越えて自立したいという夢を持つ人たちや、その人
を支え続ける家族の人たちに対して、自立の夢を限りなくサポートする会で
富山県富山市蜷川15番地
ある。障害を抱える人たちが、地域であたりまえに生活していけるような社
会の実現を図るため、自立支援に関する事業や、障害者の福祉に関する
啓発・広報事業を行い、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、回復途上にある精神障がい者が、地域で自立し社会復帰が
富山県滑川市野町1656番地
出来るように、自立生活支援に関する事業を行い、ノーマライゼーション社
会の実現に寄与することを目的とする。
この法人は、障害者に対して、障害者が地域で自立し、より充実した人生
を築くことができるよう、障害書の自立支援及び社会参加に関する事業
富山県高岡市佐野新町1666番地
や、障害者の福祉に関する啓発・広報を行い、ノーマライゼーション社会の
実現に寄与することを目的とする。
この法人は、障害者に対して、障害者が地域で自立生活できる社会の実
富山県黒部市金屋464番地１ 現を図るため、障害者の自立支援に関する事業や、障害者の福祉に関す
る啓発・広報事業を行い、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、精神障害者やその家族及び地域住民等に対して、精神障害
者等が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、普及啓発や
富山県射水市三ケ3721番地の４
相談・生活訓練等に関する事業を行い、障害者も健常者も共に安心して生
活ができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
この法人は、知的障がい者に対して、就労の場を提供する事業を行い、地
富山県高岡市城東1丁目9番29号域の障がい者の社会的認知と地域の障がい者福祉の増進に寄与すること
を目的とする。
この法人は、障害者に対して、障害者が地域で自立生活できる社会の実
富山県氷見市阿尾９５番地
現を図るため、障害者の自立支援に関する事業や、社会参画推進事業を
行い、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者や障害者等に対して、地域で自立した生活を営んでい
富山県南砺市二日町2085番地13くために必要な事業を行い、地域社会の福祉の増進を図り、広く公益に寄
与することを目的とする。
この法人は、幼稚園児から成人に対して、自然環境教育に関する事業を行
富山県富山市婦中町鶚谷７番地
い、環境保全の啓蒙に寄与することを目的とする。
本会は、地方公共団体等にかかわる情報公開を推進させ、不正・不当な行
富山県富山市堀端町1番12号 為を監視・是正し、もって健全な住民の自治、住民によるまちづくりに寄与
することを目的とする。
この法人は、高齢者、障害者（児）をはじめとした地域のみなさまに対して、
富山県砺波市庄川町金屋2833番地
福祉事業を行い、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
富山県富山市弥生町二丁目1番
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191 欠番
192 つくしの森

酒井 幸子

193 富山あさひ会

高田 恒昭

194 わかくさ会

米田 祐一

195 あかりハウス

本間 一正

196 おおしまスポーツクラブ

湊 國靖

197 しもむらスポーツクラブまいけ

栂尾 慧

198 こすぎ総合スポーツクラブきらり

中村 幹夫

199 となみ地域障害者成年後見福祉会

穴田 清

200 遊・Ｕクラブ

石黒 光祐

201 ネットワークアシストたかおか

能登 和敏

この法人は、乳幼児から高齢者及び障害者（児）まで介護・援護を必要とす
富山県中新川郡立山町西大森689
る人やその家族に対して、在宅支援サービスに関する事業を行い、地域社
会の福祉に寄与する事を目的とする。
この法人は、障害者に対して、障害者が地域で自立生活できる社会の実
富山県富山市安住町５番２１号 手
現を図るため、障害者の自立支援に関する事業や、障害者の福祉に関す
る啓発・広報事業を行い、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、障害者に対して、障害者が地域で自立生活できる社会の実
富山県魚津市大光寺450番地新川
現を図るため、障害者の自立支援に関する事業や、障害者の福祉に関す
る啓発・広報事業を行い、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、障害者に対して、障害者が地域で自立生活できる社会の実
富山県富山市安養坊679番地2号現を図るため、障害者の自立支援に関する事業や、障害者の福祉に関す
る啓発・広報事業を行い、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、スポーツの場と機会を提供することで会員をはじめとする地
富山県射水市新開発３００番地 域住民の健康の保持増進を図り、スポーツ・文化活動を通じて地域の明る
い・健康的なまちづくりに寄与することを目的とする。
この法人は、会員及び地域住民に対して、スポーツや文化活動の普及啓
富山県射水市加茂中部843番地 発活動を展開することにより、健全な心身の育成と相互の交流を図り、健
康で活力ある地域づくりに寄与することを目的とする。
この法人は、射水市小杉地区を中心とする地域住民に対して、健康・ス
ポーツに関する普及啓発活動を展開する事業を行い、地域住民の健康の
富山県射水市黒河712番地
保持増進、青少年の健全育成、地域の活性化を図り、地域住民一人ひとり
の社会生活の創造、人が響きあうまちづくりに寄与することを目的とする。
この法人は、障害者及びその家族に対し、障害者の人権擁護及び成年後
富山県小矢部市石動町９番30号
見制度に関する理解啓発事業等を行い、障害者福祉に寄与することを目
この法人は、地域住民に対して、スポーツ活動の振興に関する事業を行
富山県高岡市福岡町三日市579 い、会員の資質向上及び会員相互の親睦と交流を図り、会員のみならず
子どもから高齢者まで、地域住民の健全な心身の育成に寄与することを目
この法人は、高岡市周辺住民に対して、情報リテラシーの向上や、情報
ネットワーク社会を生きるための知識の習得やモラルの醸成、といった地
富山県高岡市京田409番地
域の情報化に貢献する諸事業を行い、市民生活の質的向上と地域の活性
化に寄与することを目的とする。
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202 山田の案山子

小向 敏雄

203 やつおスポーツクラブ

石森 正二

204 山の店

今村 繁

205 わかくさ

加瀬 愛子

206 だいもんスポーツクラブ

高橋 清

207 わいわいサポート

清水 剛志

208 みどりの風

本田 徹

209 とやま医薬・健康情報ライブラリーネットワーク 倉石 泰

210 すずかぜ工房

笹原 健司

211 坪野北山バス運行協議会

清河 茂雄

212 元・気・楽

平井 元

213 魚津市西部地域振興協議会

江幡 岩雄

214 野の花

髙島 優子

215 道しるべの会

原 外男

216 天神地域活性化協議会

大久保 義雄

217 レインボー

杉山 吉宏

218 キャリアシストジャパン

尾山 敦子

219 Ｎプロジェクトひと・みち・まち

大坪 久美子

220 天真寺保勝会

柴垣 光郎

221 経田道下地区バス運行協議会

高瀬 彰

222 ＳＥＩＢＵスポーツクラブ

藏谷 慶八郎

223 ＵＯＺＵ ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＣＬＵＢ

大崎 浩二

224 日本タッチウェルネス協会

乙津 馨

225 Jam

柴田 万希子

226 富山県フットサル連盟

中西 早人

227 富山県ロシア人材交流友好協会

表嶋 宏昌

228 労働安全衛生支援センター

吉田 壽光

229 ひがしスポーツクラブ

中川 勇

230 浦島倶楽部

濵田 康治

この法人は、近郊の都市住民に対して、山田地域内での自家用農産物や
それらを用いた加工食品の販売、及び特産加工品の研究開発、都市住民
富山県富山市山田小島2600番地とのふれあい交流を促進する事業を行うことで、お年寄りの生き甲斐に繋
がるとともに活き活きした地域社会の形成に寄与し、又、地域産物の販売
を通じてまちづくりの推進を図ることを目的とする。
この法人は、地域住民に対して、スポーツや健康づくりに関する事業を行
富山県富山市八尾町井田101番地
い、健康の保持増進を図り、健全な心身の育成と元気なまちづくりに寄与
することを目的とする。
この法人は、南谷地区を中心とした周辺地域住民に対して、森と木や食文
化等を通じて都市と山村の交流、地域のコミュニケーションの促進、環境の
富山県小矢部市荒間663番地
保全などの実践事業を行い、心豊かに安心して支えあうことのできるまち
づくり及び里山の保全に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者・障害者（児）が寝たきりにならず、在宅で家族と暮らし
富山県富山市長附43番地６
ながら生活していくため、通所による介護サービス事業を行い、もって地域
福祉の推進を図る事を目的とする。
この法人は、地域住民に対して、スポーツ・健康づくり活動の振興に関する
事業を行い、会員の健康の保持増進を図り、親睦を深められるようにする
富山県射水市二口3142番地
とともに、会員のみに限らず、地域住民ひとり１スポーツの実践を目指し、
健康づくり、仲間づくり、地域づくりに寄与することを目的とする。
この法人は、年齢・障害を問わず市民等に対して、福祉の相談・援助・啓発
富山県富山市大場98番地３
に関する事業を行い、地域福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、一般市民に対して、保養の多角的な実践と調査研究に関する
富山県富山市丸の内二丁目３番事業を行い、より良い心身の休養、知識の習得、相互援助、並びに健康促
進のための人材の育成に寄与することを目的とする。
この法人は、薬学教育の充実に関する支援と教育研究資源の活用による
地域企業支援、医学教育の充実に関する支援と教育研究資源の活用によ
る地域医療関係者支援、和漢医薬に関する総合情報システムの構築と活
富山県富山市杉谷2630番地
用及び医薬・健康情報提供システムの構築による保健医療人・健康業関
係者の生涯学習環境基盤整備、県民への情報サービス等に関する事業を
行い、学生・地域企業・保健医療人・健康業関係者の支援、県民の健康づ
くり等に寄与することを目的とする。
この法人は、何らかの障害を持つ人に対して、その生活全般の支援に関す
富山県富山市城村147番地の３
る事業等を行い、社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、角川の支流、富川流域を中心とした住民及び富川流域や魚
津市を訪れる人々に対して、中山間地農村部と市街地を結び、市民間の
交流の向上と魚津市の新しい公共交通の確立を目指した魚津市民バス
富山県魚津市北山476番１
（地域活性化バス）運行に関する事業を行い、地域活性化の一端を担うべ
く、高齢者や学生児童等、移動制約者の足を確保することで、中山間部農
村地域の住環境と地域力の向上に寄与することを目的とする。
この法人は、介護が必要な高齢者・障害者（児）・乳幼児に対して、在宅支
富山県中新川郡上市町丸山11番地
援サービスに関する事業を行い、福祉の推進に寄与することを目的とす
この法人は、魚津市西部地域を中心とした住民及び当地域や魚津市を訪
れる人々に対して、地域の交流と活性化に関する各種事業を行い、「活動
富山県魚津市下椿８番地
拠点づくり」の実現と「交流のかけはし」となる地域交通の確保を目指し、元
気で魅力ある地域づくりに寄与することを目的とする。
この法人は、障がい者に対して就労の場を提供する事業等を行い、障がい
富山県富山市水橋川原町2538番地
者福祉の増進に寄与し、地域で共に助け合い安心して暮らせるまちづくり
の推進を目的とする。
この法人は、身寄りのいない人や身寄りがいても頼りにできない人、また高
齢の人や障害を持った人のために、家族に代わって悩み事や心配事の相
富山県高岡市波岡176番地
談に応じてトータルな支援を行い、元気なうちの日常から人生の終末を迎
える最後のときまで安心して生活ができるように、人生の「道しるべ」となる
この法人は、天神地区を中心とした地域住民及び天神地区や魚津市を訪
れる人々に対して、地域活性化や交流の一端を担うべく郊外地域と市街地
富山県魚津市東山1081番地
を結ぶ高齢者や学生、児童等移動制約者の足を確保する魚津市民バス運
行に関する事業を行う。加えて環境保全や美化推進に関する事業を行うこ
とで、天神地区を中心とした郊外地域の住環境と地域力の向上に寄与する
この法人は、富山県内の福祉医療施設や地域社会等に対して芸能ボラン
ティアの情報を提供すると共に、前記各種団体等からの出演要請の窓口と
富山県富山市白銀町４番地３号 なり、県内に在住する素人大道芸人、チンドンマン等の出演を調整する事
業を通じて、福祉活動の促進、地域活性化、賑わい創出および伝統芸能
の伝承、発展に寄与することを目的とする。
この法人は、青少年のキャリア形成や子どもたちの健全な成長を促し、又
富山県富山市千石町二丁目８番地域や職場で不安を抱えている人たちに対する支援事業を行い、全ての
人が自らのライフキャリアプランに基づいて安心して暮らせる社会の実現を
この法人は、女性の視点をいかしたひと・みち・まちづくりを推進するため
に、以下のことを目的とする。
（１）私たちの生活基盤である自然生態系を大事に活かすこと、暮らしやす
い社会環境を整えること、併せて、これらを促進する循環経済を成り立たせ
ること、この３つがバランスよく連動する地域社会を追求する。
（２）人間が人間として尊重され、誰もが個々の可能性を発揮できる男女平
等・共同参画社会の形成を促進する。
富山県高岡市中川上町13番17号
（３）道路や施設など社会資本整備の質的転換について具体的場面を通し
て考え、思いやりや楽しさを感じるまちの環境を創造する。
（４）官・民・産・学など様々な立場の人の得意分野を活かすため、コミュニ
ケーションとネットワークづくりを促進し、互いに知恵を出し合うことでよりよ
いものを生み出す。
（５）子ども、孫、その次へと、持続可能な未来をみすえた責任ある地域づく
りを進める。
この法人は、黒部市指定文化財である「天真寺松桜閣」及び「天真寺庭園」
富山県黒部市若栗1180番地1 の維持・管理並びに保勝に関する事業を行い、地域社会の文化の発展に
寄与することを目的とする。
この法人は、経田及び道下地区を中心とした住民及び両地区や魚津市を
訪れる人々に対して、郊外住宅地域と市街地や各種公共施設を結び、市
富山県魚津市浜経田141番地１ 民間の交流の向上と魚津市の新しい公共交通の確立を目指した魚津市民
バス運行に関する事業を行い、地域活性化の一端を担うべく、高齢者等の
移動制約者の足を確保することで、両地区の住環境と地域力の向上に寄
この法人は、会員及び地域住民に対して、豊かなスポーツライフの実現を
富山県砺波市柳瀬241 富山県西部体育
目指しスポーツの振興に関する事業を行い、健全な心身の育成及び健康
づくりと親睦交流に寄与することを目的とする。
この法人は、青少年をはじめとした一般市民に対しスポーツの普及と推進
富山県魚津市北鬼江320
に関する事業を行い、スポーツの振興と、新しい社会を担う健全 な青少年
の育成に寄与することを目的とする。
この法人は、すべての人々に対して、肌と肌のふれあい、身近な人の肉声
富山県富山市太郎丸西町２丁目での語りかけなどを通じて不安や不満の解消と心の安らぎを与えることに
関する事業を行い、地域社会の発展と人々の健康増進に寄与することを
この法人は、障害者・児に対して、その生活全般の支援に関する事業を行
富山県高岡市宮田町21番地23
い、障害者の社会的認知と地域の障害者福祉の増進に寄与することを目
この法人は、広く一般市民に対して、フットサルなどのスポーツの普及に関
する事業を行い、スポーツを通したコミュニケーションの楽しさを理解しても
富山県富山市婦中町夢ヶ丘７２番地
らうとともに、青少年の健全育成やスポーツを通して地域社会の活性化に
寄与することを目的とする。
この法人は、日本とロシアの両国民に対し、情報提供、文化交流事業を行
富山県富山市城川原三丁目３番
い、両国民の相互理解と友好関係の増進に貢献することを目的とする。
この法人は、一般市民に対して、労働安全衛生全般の教育支援・理解・普
及に関する事業を行い、社会のあらゆる分野に、労働安全衛生教育の浸
富山県富山市金屋字川端767番地
透・波及を図り、安全と健康を確保し、快適な作業環境の形成の促進に寄
与することを目的とする。
この法人は、地域のスポーツ振興と子供たちの心身の健全育成を図るとと
富山県富山市石金一丁目２番33もに、地域のスポーツ文化の発展と地域住民の生涯スポーツの推進により
活力と連帯感にあふれた地域づくりに寄与することを目的とする。
この法人は、海、河川及び海岸の環境美化活動の向上と海難事故を未然
富山県富山市水橋辻ヶ堂141番地
に防ぐための活動や海の資源育成を図ること及びマリーナを活性化の拠
点とした地域の賑わい形成に寄与することを目的とする。
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231 黒河竹炭友の会

高林 信二

232 Ｅｎ－Ｃｏｕｎｔｅｒ

石川 和雄

233 大長谷村づくり協議会

村上 光進

234 地域学習プラットフォーム研究会

柵 富雄

235 ホスピス・心のケアを考える会

江口 富子

236 紅梅

松本 敬祐

237 モモのところにいってごらん

小西 恵子

238 カナル水辺倶楽部

松本 啓造

239 おおしま熱中塾

加藤 正美

240 サポネット共働

宮﨑 昭子

241 米蔵の会

慶野 達二

242 ハートビート

黒崎 健司

243 なんとの環境保全と新エネルギーを考える会 中藪 淳一
244 脳鐘飛越倶楽部

桑名 明光

245 黒部市パークゴルフ協会

能登 榮一

246 AWESOME ONES

岡崎 達也

247 ワン・ファーム・ランド

大口 繁敏

248 ほがらか

寺田 妃登美

249 大町地域振興会

平内 幸典

250 ピース・アニマルズ・ホーム

宮腰 和佳

251 PEACEとなみ野

神下 正弘

252 富山湾を愛する会

高見 貞徳

253 ブライトファーム

北川 浩美

254 富山自然エネルギー研究会

澤崎 征夫

255 ゆきあかり

高橋 きみ子

256 小勢地区活性化協議会

永井 宏

257 富山の結婚とまちづくりを考える会

田口 丈

258 パトリーズ

野村 博

259 グリーン・ニューディール政策研究会

廣川 幸八郎

260 ニューグレープの会

平 三津子

261 利賀飛翔の会

中西 邦康

262 富山地域医療教育支援センター

村口 篤

263 富山県ヤングベースボール協会

池森 武宣

264 富山ストローベイルハウス協会

吉本 宏明

この法人は、射水市黒河地区に於いて、竹林の維持管理事業を行い、地
域環境保全に寄与することを目的とするとともに、その竹材を利用して竹炭
の製造・販売を行い、製品の一部を地区の障害者施設に無償供与すること
により、障害者の生活支援にも寄与することを目的とする。
この法人は、広く一般市民に対して、介護保険法に基づく小規模多機能型
居宅介護事業、高齢者及びその家族に対する日常生活・就労等について
富山県小矢部市八和町13番15号
の相談・支援に関する事業等を行い、高齢者とその家族が安心して暮らし
ていくことのできる環境の整備を図り、もって地域福祉の増進に寄与するこ
この法人は、都市住民に対して、大長谷地区の豊かな自然環境や農業、
富山県富山市八尾町庵谷10番地農村文化などの地域資源を活用した都市農村交流に関する事業を行い、
農林業の振興と地区の活性化推進及び定住促進に寄与することを目的と
この法人は、富山から全国に広がったインターネット市民塾等を通じて、ＩＣ
Ｔ等を活用した新しい教育モデルと地域学習プラットフォーム（学習基盤）の
富山県富山市牛島新町５番５号
研究・開発に関する事業を行い、変革の時代に対応した人づくりおよび地
域活性化への支援をもって、活力あふれる社会の発展に寄与することを目
この法人は、地域住民に対して、ホスピスや心のケアへの理解を深めるこ
富山県富山市栃谷246番地
とに関する事業を行い、地域住民、社会の保健・福祉に寄与することを目
この法人は、高齢者に対する地域密着型在宅支援サービスに関する福祉
富山県小矢部市藤森5008番地１事業や、生きがいづくりに関する事業を行い、福祉の増進に寄与することを
目的とする。
この法人は、高齢者、障害者（児）、学童、乳幼児、及びその保護者と介護
富山県南砺市山斐150番地
者に対して、その生活の援助に関する事業を行い、互いに尊重し合い、自
立した生活づくりに寄与することを目的とする。
この法人は、富岩運河の周辺住民をはじめ、広く関心を持つ人に対して、
富山県富山市中島３丁目７番20 水辺を活用した親水事業や環境整備事業を行い、地域一帯の環境保全、
まちづくりの推進等に寄与することを目的とする。
この法人は、地域住民に対して、伝統・文化の普及啓発活動に関する事業
富山県射水市大島北野252番地 を行い、地域住民同士のコミュニケーションを促進し、地域における連帯感
の醸成と男女共同参画の推進に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者や共働き家庭等に対して、病院への通院補助や子ど
富山県射水市白石327番地
もの一時預かりなど生活支援に関する事業を行い、地域住民の健康増進
や家庭環境の改善に寄与することを目的とする。
この法人は、魚津から発した米騒動について理解と関心を深める事業や、
富山県魚津市天神野新147番地 米騒動の生証人として現存する「米蔵」の保存と利活用により、魚津のまち
づくりに資し、延いては地域の観光拠点ともなることを目的とする。
この法人は、障害の有無に関係なく、地域での持続的な生活と社会参加を
富山県富山市西長江三丁目５番希求する人に対して、生活支援、就労支援および福祉についての情報提
供等に関する事業を行ない、「バリアフリー社会」の実現に寄与することを
この法人は、南砺地域を中心とした市民・事業者の相互による連携のもと、
富山県南砺市和泉190番地の１ 環境保全・新エネルギー等に関する知識の向上及びその交流を図り、環境
保全を推進し、快適な環境作りに寄与することを目的とする。
この法人は、地域に固有の職芸の継承に関する事業を行い、日本の伝統
富山県富山市黒瀬437番地１
的建築の振興や自然環境の保全、人々の健康と安全に寄与することを目
この法人は、大島地域のパークゴルフ場及びキャンプ場の管理・運営に関
富山県黒部市生地中区217番地 する事業を行い、青少年及び地域住民等の心身の健全な発達と、生涯ス
ポーツの振興に寄与することを目的とする。
この法人は、アイス・スポーツの普及を中心とした活動を行ない、冬の健康
富山県富山市小島町1番５－９０２
的なスポーツライフを提供することによって、誰もが気軽にアイス・スポーツ
を楽しめるコミュニティーを創造し、冬の富山を元気にすることを目的とす
この法人は、障害者や地域住民等に対して、障害者の自立支援及び社会
参加支援として、農作物栽培、セラピー犬の育成、塗装などを行うほか、各
富山県富山市中大久保44番地
種教室を開催する事業を行い、地域の障害者福祉の増進と地域の活性化
に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者、障害者（児）及び乳幼児等に対して、在宅福祉サービ
富山県滑川市下島143番地３
スに関する事業を行い、福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、大町地域住民が信頼と協同により、地域の特長を生かした明
富山県魚津市本町一丁目１番10るく住みよいまちづくりに関する事業を行い、地域社会の発展と安心・安全
で豊かな住民生活の形成に寄与することを目的とする。
この法人は、人と動物の関係を考え、社会に向けて動物の飼育に関する
啓蒙活動や迷い動物の保護活動の実施、行政と諸関係機関への働きかけ
富山県高岡市能町南３丁目41番地
や協力体制の確立等に関する事業を行うことにより、理想的な人と動物の
共生社会の実現に寄与することを目的とする。
この法人は、となみ野を基点とし、子供たちや地域の人々を対象に、体験
富山県南砺市荒木505番地の１ 学習や研修会等を開催することにより、「生きる力」溢れる子どもの育成と、
地域の活力となる人材の養成を図り、社会の発展に寄与することを目的と
この法人は、身近な海域の藻場の造成および実践活動から得られる海洋
富山県富山市上野新町５番４号 関連情報を広く富山県民に提供するとともに、海洋資源の活用さらに富山
湾の環境保全に寄与することを目的とする。
この法人は、障害者や地域住民等に対して、障害者の自立支援及び社会
富山県中新川郡上市町広野1940参加支援として、農作物栽培を行うほか、各種教室を開催する事業を行
い、地域の障害者福祉の増進と地域の活性化に寄与することを目的とす
この法人は、産業廃棄物の内の再利用可能品及び既存の手近な物品を
利用した新たな自然エネルギー発電装置の研究開発及び普及や風車・水
富山県富山市荒川二丁目15番11
車の手作り工房の運営に関する事業を行い、二酸化炭素の削減や、環境
保護思想の普及に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者、障害者（児）及び乳幼児に対して生まれ育った地域
富山県下新川郡朝日町大家庄876
でその人らしく自由に生きられるよう、居宅介護サービスに関する事業を行
い、地域福祉の増進及び人間性豊かな人と地域社会の形成に寄与するこ
この法人は、小勢地区住民に対し、バス運行に関する事業を行い、生活の
富山県高岡市駒方67番地
足の充実を図るとともに、地域の新たな公共交通のニーズを開拓し、地域
の活性化と福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、晩婚、未婚、少子高齢化による街の活力の低下、経済活動の
悪循環を改善するため、地域の特徴を生かした結婚や出会いの環境を創
富山県富山市堀端町３番４号
出し、適齢期男女の晩婚・未婚化を解消し、出生率減少傾向の現状を改
善、正常化することを目的とする。
この法人は、農山漁村の地域資源を生かした地場の経済活性化及び人材
富山県魚津市経田西町10番73号の育成と、他地域やグループとの連携による地域再生の支援活動を通した
互いの地域の発展に寄与することを目的とする。
この法人は、県民に対して、環境保全ための循環型社会形成に向けた活
動、環境問題や国が推進するＣＯ2削減に対する情報収集活動、安心・安
富山県南砺市和泉67番地2
全な食品におけるネットワーク作りを構築し消費者保護を図る活動、省エ
ネ・省資源を推進する活動及びそれらの活動に関する知識や情報の提供
を行い、省資源社会の現実に寄与することを目的とする。
この法人は、広く一般の生活者に対して、戦時中に多くのユダヤ人の命を
救った杉原千畝の業績に関する一人芝居や講演会の開催を通して、人類
富山県高岡市長江1868番地コンチネンタルスカイハイツ
愛の尊さを学ぶ機会を提供する事業を行うことにより、参加者の視野を広
め、柔軟で豊かな人間関係の形成を図るとともに、子供たちの健全育成に
も寄与することを目的とする。
この法人は、五箇山の自然環境に対する理解促進と保全整備及びその解
富山県南砺市利賀村阿別当201
説に関する事業を行い、自然保護と啓蒙活動に寄与することを目的とす
この法人は、医学生等に対して、地域医療に関する研究・実施など学外教
富山県富山市杉谷2630番地
育等を行うことにより、富山県内の地域医療を支える医療人の育成と定
着、さらには地域医療の充実に寄与することを目的とする。
この法人は、野球を愛好する青少年に対して、野球競技の普及推進と環境
富山県高岡市佐野1347番地１ 保全の社会奉仕に関する事業を行い、将来社会を担う健全な青少年の育
成に寄与することを目的とする。
この法人は、地域住民に対して、高断熱性能を有する藁の圧縮ブロックを
壁材に用いたストローベイルハウス建築の普及に関する事業を行い、冷暖
富山県富山市小杉1538番地17 房エネルギーの削減や地球温暖化の抑止に寄与するとともに、藁という農
業の副産物を建築の主材料に利用することにより木材の使用量を削減し
て森林資源の枯渇を防ぎ、持続可能な環境型社会の成立に寄与すること
富山県射水市東太閤山2丁目77
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265 アートＮＰＯヒミング

高野 織衣

266 おらちゃのたまり場

中嶋 幸之丞

267 ゆうきの会おやべ

齋藤 寛明

268 天瀬防犯協力会

黒田 富士夫

269 障害者アート支援工房ココペリ

井上 浩美

270 小島バラ会

山元 美喜雄

271 ポケットキッズ

藤田 悦子

272 北陸ACLS協会

小倉 憲一

273 砺波土蔵の会

尾田 武雄

274 就労支援事業者機構

米原 蕃

275 とやまアウトドアスポーツクラブ

浅岡 弘彦

276 じゆう

児玉 巧

277 えん

島崎 ひろみ

278 コーポラティブハウス木の実

横田 幸美

279 水橋ふれあいコミュニティバス

濱田 康治

280 スポーツ育成会テルツィ

辻 成芳

281 無漏路

近藤 宗明

282 すこやか26

作道 和宏

283 ひまわり

稲荷 護

284 Bamboo saves the earth

澁谷 秀樹

285 速川地域支援センター

齊藤 和夫

286 日本ボランティア活動推進機構

宝田 大樹

287 木ここち

亀田 司

288 セラピー犬TOYAMA

大村 正和

289 ビスケット

脇坂 せつ子

290 ＧＯＮＯ

吉田 栄三

291 こば

水本 三郎

292 ベビーシッターサービスなぁーにーママ 丸山 久美子
293 太陽
294 欠番

谷口 スミ子

この法人は、全国の地域住民や団体等を対象とし、広く国内外において多
方面で活躍している美術家や伝承技術を持つ市民等の協力により、あらゆ
るジャンルの創造活動や表現活動に関する調査研究・教育普及・交流支
富山県氷見市北大町7丁目6番地援事業等の支援を実施する。また、これらの作品の提供を通じて、創造者・
表現者に対して、助言・支援・協力活動を行なうことで、活動の場の拡大と
技術水準の高揚を図り、次世代の人材育成を推進し、魅力あるまちづくり、
文化芸術などの公益の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、障害者、高齢者等に対して、軽作業や創作的な活動等を通し
富山県南砺市高瀬417番地2
て自立支援や生活の質の向上を図る事業を行い、誰もが自立と社会参加
を図り安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
この法人は、障害者に対して、将来の自立を支援する事業を行い、地域に
富山県小矢部市平田3118番地
おける障害者の生き甲斐ある生活の実現に寄与することを目的とする。
この法人は、地域住民や児童の安全確保と地域の振興に努め、文化の向
富山県富山市水橋辻ヶ堂2103番地
上、ボランティア活動など地域に貢献することを目的とする。
この法人は、知的障害者に対して、芸術作品の創作活動などの表現活動
を支援したり、作品を発表する場を提供することにより、知的障害者の経済
富山県富山市四方494番地49 的・社会的自立を促進し、障害者アートの振興を図ると共に、地域住民に
対して、これらの表現の生命力・創造性に触れる機会を提供することによ
り、精神的に豊かで健全な地域社会の形成を目的とする。
この法人は、バラを核とした植物の栽培や各種教室の開催を通して、地域
富山県射水市小島1025番地
住民同士の交流を活発にするとともに、花卉で溢れた美しい街づくりに寄
与することを目的とする。
この法人は、小学校に就学している留守家庭の児童に対して、放課後およ
富山県富山市婦中町速星724番地斉藤
び長期休暇中の健全な育成を図る学童保育事業を行い、保護者の仕事と
家庭の両立を支援することを目的とする。
この法人は、会員の相互の協力により、医療従事者、医学生、一般市民等
に対する心肺蘇生法及びこれに関連する医療技術、知識等(以下｢心肺蘇
富山県黒部市飯沢809番地２ 生法等｣という)の普及、心肺蘇生法等にかかわる情報提供、相談・支援事
業をおこなうことにより心肺蘇生技能の向上をはかり、心肺危機に陥った
市民の救命、社会復帰に寄与することを目的とする。
この法人は、地域文化向上を図るものとし、生涯学習機関との連携を行う。
また日本農業の原風景である砺波散居村の景観の維持と活用を行い、都
富山県砺波市太郎丸80番地
市との交流及びグリーンツーリズム(散居村で楽しみ、ゆとりある滞在型余
暇活動)推進に関する事業を行い、活力ある砺波散居村の創造と人間性豊
かな地域社会の形成に寄与することを目的とする。
この法人は、犯罪者や非行少年（更生保護事業法第２条第２項各号に掲
げる者をいう。以下「犯罪者等」という。）が善良な社会の一員として更生す
るためには、就職の機会を得て経済的に自立することが重要であることに
富山県富山市西田地方町２丁目
かんがみ、事業者の立場から犯罪者等の就労を支援し、犯罪者等が再び
犯罪や非行に陥ることを防止することにより、犯罪者等の円滑な社会復帰
と安全な地域社会の実現を図り、もって個人及び公共の福祉の増進に寄
この法人は、障害者、高齢者、子ども等を含むすべての人々に対して、富
山の自然の中で、スポーツや余暇活動に参加できる場を提供すると共に、
富山県富山市平吹町2番14号平和
正しいスポーツ知識に基づいた指導を行うことで、健康の保持増進、健全
育成、環境教育、スポーツ振興に寄与することを目的とする。
この法人は、乳幼児、児童、成人、障害児（者）に対して、体操をはじめとす
る各種スポーツ指導を行うことで、健康の保持増進と余暇の充実に寄与す
富山県中新川郡上市町野島４番地
るとともに、ひきこもり・ニートに関する相談対応、就労支援事業を行うこと
で、青少年の自立の促進に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者・障害者などの要介護者に対して、ケアプラン作成や
認定調査などを行い、高齢者・障害者などが住みなれた地域で在宅生活を
継続させていくことで、生活の継続性・個別性の尊重、残存能力の維持な
富山県滑川市大浦601番地
どによる心理的安定を図り、ノーマライゼーションを目的とする。また独り暮
らし高齢者や認知症高齢者に対する人権の擁護を行い、関係機関との
ネットワークや地域との連携を図るものである。
この法人は、障がい者、高齢者及びその家族に対して、居宅介護に関する
事業や介護に関する相談援助事業を行うほか、要介護者及び地域住民に
富山県富山市小杉262番地
対して、各種教室等の開催事業を行うことにより、地域福祉の増進と地域
住民の交流促進に寄与することを目的とする。
この法人は、車社会の到来によって路線バスが廃止され公共交通の空白
地帯となった地域や、便数が極端に少なくなった水橋地域において、コミュ
富山県富山市水橋辻ヶ堂1919番地
ニティバスの運行に関する事業を行い、高齢者や児童の移動の足を確保
することで、住環境・地域福祉の向上並びに商業の発展を図り、水橋地域
の活性化に寄与することを目的とする。
この法人は、子供たちや一般市民に対して、スポーツを通じて各競技の普
富山県高岡市泉町4番27号
及、推進及び技術の向上に関する事業を行い、青少年の健全育成に寄与
することを目的とする。
この法人は、すべての高齢者及び障害者（児）に対して、居宅サービスや
富山県魚津市吉島552番地８
デイケアに関する事業を行い、地域福祉の増進に寄与することを目的とす
この法人は、障害児・障害者等に対して、地域での自立と社会参加を推進
富山県高岡市伏木古国府７丁目し、自立支援に関する事業又は社会参画推進事業を行い、社会福祉、健
康福祉の増進に寄与する事を目的とする。
この法人は、精神障害者に対して、地域の中で自由に生活していく場所を
富山県富山市太田213番地
提供するために、地域生活や自立を支援する事業を行い、障害を抱える人
たちの福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、県内の荒廃した竹林の整備、伐採活動や、伐採した竹を資源
として有効活用するための調査研究事業の実施など里山保全に関する活
富山県富山市婦中町添島760番地
動を行うとともに、一般市民に対する環境保全活動及びボランティア活動
の普及啓発に関する事業を行うことにより地域活性化に寄与することを目
この法人は、速川地域の住民に対して、支援車両の運行等と地域生活の
支援に関する事業や各種教室・イベント開催、農地の保全・活用に関する
富山県氷見市小久米678番地 事業などを行い、相互扶助の精神により地域内の連携を高め、地域産業
の発展や環境保全、安全で心豊かな地域社会作りなど、地域の活性化に
寄与することを目的とする。
この法人は、非営利目的で活動する団体に対して、活動に関する連絡、助
富山県富山市大町39番地１
言又は援助の活動に関する事業を行い、ボランティア活動を活発にするこ
とで地域活性化に寄与することを目的とする。
この法人は、地域の認知症高齢者に対して、居宅介護支援や認知症対応
型共同生活介護に関する事業を行うと共に、その家族や福祉事業関係者
富山県下新川郡入善町入善5237
に対して、認知症介護方法の普及に関する事業を行うことで、地域福祉の
保持増進に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者、障害者、更生必要者に対して、セラピー犬の慰問に
よるアニマルセラピーに関する事業、セラピー犬の育成事業及び食品、雑
富山県富山市本郷町202番地１
貨品の生産販売を通した就労支援事業を行い、社会福祉の増進及び雇用
機会の拡充に寄与することを目的とする。
この法人は、地域の高齢者及びその家族に対して、居宅介護支援に関す
る事業を行うとともに、福祉団体や新たに起業する団体に対して、運営に
富山県小矢部市芹川3888番地
ついての助言、援助に関する事業を行い、地域福祉の保持増進に寄与す
ることを目的とする。
この法人は、高齢者をはじめとした地域住民に対して居宅サービスに関す
富山県砺波市表町14番１号
る事業を行うとともに、地域福祉ボランティアの育成に関する事業を行い、
地域福祉の保持増進及び暮らしやすい町づくりに寄与することを目的とす
この法人は、小羽地区内外の住民に対して、地域行事の活性化や自然体
富山県富山市小羽279番地
験教室等の開催、地域の環境整備に関する事業を行い、地区内外の豊か
な交流を促進し小羽地区の活性化に寄与することを目的とする。
この法人は、子どもを持つ保護者に対して、ベビーシッティングなど子育て
富山県富山市五福3500番地
支援に関する事業を行い、子どもの健全な育成に寄与することを目的とす
この法人は、障害者及び高齢者や地域住民等に対して、障害者及び高齢
者の自立支援及び社会参加支援として、農作物栽培を行うほか、各種教
富山県富山市中滝301番地３
室を開催する事業を行い、地域の障害者及び高齢者福祉の増進と地域の
活性化に寄与することを目的とする。
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295 碁石地域活性化協議会

林 朝夫

296 きららの森

北山 朝茂

297 ひまわりの花

水野 吉彌

298 神通川を楽しむ会

相馬 恒雄

299 いみず花いっぱいセンター

東保 力

300 富山のくすし

服部 征雄

301 何でも相談ざくろちゃん

杉森 督一

302 ひびき

岩橋 久美

この法人は、碁石地域を中心とした地域住民や碁石地域の出身者及び碁
石地域や氷見市を訪れる方々に対して、地域住民との交流促進や地域活
富山県氷見市上余川3154番地 性化に関する各種の協議や事業を行うとともに、地域交通の確保や環境
保全への取り組みも実施するなど、地域の魅力作りと住民の安心・安全な
生活の確保に寄与することを目的とする。
この法人は、共働き家庭の児童に対して、放課後や学校の長期休業時を
富山県富山市呉羽町3475番２号安全に過ごせるよう、学童保育事業を行い、児童の健全な育成とその保護
者に対し仕事と家庭の両立を支援することを目的とする。
この法人は、地域に在住する高齢者、障害児（者）とその家族に対して、
ニーズに合わせた様々なサービスを提供するとともに、地域社会に向けた
富山県富山市藤木422番地１
高齢者、障害児（者）へのノーマライゼーションの普及啓発に関する事業を
行い、心豊かなまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
この法人は、神通川の自然環境や歴史に興味を抱く人たちに、自然観察
や河川を利用した自然体験活動を行うとともに、河川環境整備に関する事
富山県富山市二口町１丁目９番
業を行い、神通川の豊かな自然とそれを守る事の大切さへの理解促進を
図り、河川環境の保全に寄与する事を目的とする。
この法人は、菊を中心とした花卉栽培・販売に関する事業及び花壇作り
等、地域の環境整備に関する事業を通して地域住民の交流を促進するとと
富山県射水市松木725番地３
もに、農地を利活用することにより地域農業の活性化や地域の雇用拡充を
図り、花一杯の明るい豊かな射水地域のまちづくりに寄与することを目的と
この法人は、薬業関係者や一般市民を対象に、伝統医薬に関する啓蒙普
及活動及び薬用植物の有効利用に関する各種研修会開催事業を行うとと
富山県射水市赤井95番地１
もに農業従事者を対象に、薬用植物栽培法などの普及に関する事業を行
い、広く県民の保健衛生の向上、並びに健康増進のための人材の育成に
寄与することを目的とする。
この法人は、独居老人をはじめ、日常生活を行うに当たって困っていること
や悩み事のある方に対して、カウンセリングから問題解決のためのコンサ
富山県富山市上冨居三丁目６番
ルティング活動等に関する事業を行い、地域社会に住まわれる方が希望
に満ち、且つ安心した生活ができる社会づくりに寄与することを目的とす
この法人は、富山市を中心に生活する高齢者、障害者（児）の人々に対し
て居宅サービス及び生活支援に関する事業を行い、各自が生きがいを求
富山県富山市婦中町余川2016番地
めて生き生きと暮らしていける地域生活環境形成に寄与することを目的と
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303 欠番
304 母笑夢

土生 惠美子

この法人は、介護保険受給者に対して、居宅介護支援に関する事業を行
富山県南砺市法林寺585番地１号
い、慣れ親しんだ地域や在宅での生活を支援することで地域福祉の保持
増進に寄与することを目的とする。
この法人は、小学校、中学校、高等学校及び大学等の児童、生徒、学生等

305 キャリア教育サポートとやま

坂下 裕子

富山県高岡市佐野1254番地

306 いみず市民メディア

柴田 茂樹

307 花街道薬膳のまちを夢みる会

今井 壽子

富山駅前市電通りから城下町千石町に、花の種・花苗・球根を植込み、花
街道を創出・維持を図りながら全市・全県・全国へと拡げる啓蒙活動を行っ
富山県富山市内幸町２番14号内幸
ていきます。薬膳や健康に関するセミナーを開催・ＨＰ開設と共に、医農商
連携により滞在型薬都づくりを推進していきます。

308 ちゃれんじ

山吉 衛

富山県高岡市野村196番地９

309 きんたろう倶楽部

鏡森 定信

310 こっころ

黒﨑 直美

311 とやまホーム管理サービス

冨野 敏子

312 かみとも

松田 久男

並びに社会人に対して、発達の段階に応じたキャリア・職業教育の実施や
職業観・勤労意識の育成に関する事業を行い、社会教育の推進、職業能
力の開発、学校から社会・職業への円滑な移行及び雇用機会の拡充に寄
与することを目的とする。
この法人は、射水市及び隣接地域の住民に対し、住民参加による映像・音
富山県射水市中太閤山１丁目１ 声・文字情報の制作及び情報発信に関する事業を行い、地域活性化と安
心安全な地域づくりに寄与することを目的とする。

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活していくことができるように支援する
事業を行い、活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
この法人は、里山を再生し、森と街をつなぎ、持続的な循環の流れを構築
するとともに、いのち輝く森づくり、人づくり、街づくりを行い、森林の再生や
富山県富山市古沢254番地富山市
利活用を考え、さまざまな人と連携を図りながら、未来を担う子どもたちへ
誇りを持って託せる森林都市富山の創造に寄与することを目的とする。
この法人は、何らかの障害を持つ人々に対して、デイケア事業及び交流サ
富山県魚津市相木新13番地４ ロンの運営等地域住民との交流活発化を図る事業を行い、地域福祉の保
持増進に寄与することを目的とする。
この法人は、地域住民に対して、空家・空地の除雪・除草・樹木の管理等に
富山県富山市西四十物町２番20関する協力・助言を行うとともに、高齢者宅への訪問、見守りに関する事業
を行い、安心安全に暮らせる地域づくりに寄与することを目的とする。

富山県富山市婦中町友坂

この法人は、友坂地区における重要な資産である農村地域を保全し、支援
を必要とする人々に対して、地域の農林業資源や環境の保全並びに地域
活性化に関する事業を行い、持続可能な農林業と自然環境を次世代へ継
承するとともに安全・安心な食糧供給の場の確保、農村の多面的な機能の
維持を図ることにより、広く公益に寄与することを目的とする。
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