
〒955-0861 1999/11/5

三条市北新保1丁目20番18号 2000/2/24

〒955-0047 2000/5/8

三条市東三条1丁目22番10-813号 2000/8/23

〒955-0071 2000/11/20

三条市本町６丁目３番76号 2001/2/28

〒955-0056 2001/11/9

三条市嘉坪川１丁目13番37号 2002/2/20

〒955－0084 2004/9/15

三条市石上３丁目５番17号 2004/12/14

〒955-0047 2004/12/24

三条市東三条１丁目6番14号 2005/3/24

〒955-0072 2005/10/3

三条市元町17番13号 2005/12/22

〒955-0832 2006/6/6

三条市直江町3丁目8番28号 2006/9/6

〒955-0861 2010/3/19

三条市北新保１丁目20番18号 2010/4/1

　本会は、災害時にボランティア活動ができるノウハウを蓄積し、人材の育成を図り、ネットワーク化するとと
もに、被災地の救援活動をおこない、安心で安全な社会を構築する事業を行い、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。

特定非営利活動法人
宅老所ななかまど

松原　洋子 1

5110005006142

特定非営利活動法人
環境会議所

特定非営利活動法人
ウェルフェアー普及協
会

西山　丈基 1,2,3,9,11

川瀬　和敏

特定非営利活動法人
地域たすけあいネット
ワーク

野島　理恵子 1,3

1

2

　この法人は、たすけあいの心を大切にする県央地域（三条市近隣市町村）の市民と共に、住み慣れた所で安心
して暮らせるまちづくりの一環として、地域住民の保健・医療・福祉に関するサービス事業を行い、社会全体の
利益に貢献することを目的とする。

　この法人は、三条市及び周辺地域に住む子どもと大人に対して、夢を育む文化活動、共に生きる生涯学習活
動、地域に根ざした子育て支援活動に関する事業を行い、豊かな人づくりと文化的地域づくりに寄与することを
目的とする。

3

特定非営利活動法人
三条おやこ劇場

2,3,6,13,19

三条市内のNPO法人
＜NPO法人の20の活動分野＞　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：観光の振興を図る活動　５：農村漁村又は中山間地域の振興を図る活動　６：学術、文化・芸術またはスポーツの振興
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：人権の擁護また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
２０：前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

法人番号法人名 代表者 定款に記載された目的

6110005005481 兼古　和枝

林　俊昭 2,7

　この法人はついのすみかを探す人々に対して福祉活動、地域活動、生涯学習、国際交流、ITコミュニケーショ
ンなどの事業をとおして安心で平和な生活環境を創ることを目的とする。

　この法人は、環境共創の循環型社会構築実現を図るため環境調和型経営による環境保全をめざして、廃棄物の発生の抑制及び再
生資源の利用を促進するための情報提供、交換、さらに施設提案、調査、啓蒙活動などの事業を行い、環境整備のまちづくりの推
進と、環境整備向上に必要な社会教育の推進と併せて高齢化社会に対応する高齢者の社会教育、高齢化社会の高齢者向け情報技術
再教育推進を図り、もって地球全体の利益の推進に寄与する事を目的とする。

1110005005908
　この法人は、県央地域（三条市及びその近隣市町村）の住民に対して高齢者の介護に関する事業を行い、地域
社会の福祉増進に寄与することを目的とする。

3110005005906

 この法人は、地域住民、ＮＰＯ、行政等が対等な関係を築き、持続的な地域づくりを進めていくための中間支援
組織として、三条市の民間非営利組織の構成員相互の協力と資源の相互利用を通じて、非営利活動の基盤を強化
する事業を行い、以って市民が主体となった、より幸せが感じられる社会の実現に貢献することを目的とする。

№ 郵便番号／住所
申請（上段）
認証（下段）

7110005005902

活動分野

特定非営利活動法人に
いがた災害ボランティ
アネットワーク

川瀬　和敏 8,9

　この法人は、青少年とその保護者に対して、宇宙を象徴とした自然科学及び科学技術の教育に関する事業を行
い、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする。

4110005006515
特定非営利活動法人星
空ファクトリー

宮澤　謙一 2,13

　この法人は、高齢者及び身体に障害のある方々が社会生活の利便及び生活圏の拡大を求め自らが積極的に社会
参加に臨む際の支援として、訪問介護、家事援助等の在宅福祉サービス、外出援助など福祉に関しての情報提
供、相談、評価、研修と移送サービスなどで支援事業を行い併せて福祉を通じた国際交流を実施推進する活動を
行うことで広く公益の増進に寄与することを目的とする。

9110005006139
特定非営利活動法人
ついのすみかの会

片桐　龍平 1,3,6,11,14

9110005006584
特定非営利活動法人Ｎ
ＰＯさんじょう

1,3,7,13,14,
16,19

1110005006146
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〒955-0823 2003/2/3

三条市東本成寺21番38号 2003/5/7

〒955-0852 2011/1/14

三条市南四日町1丁目7番9号 2011/3/25

〒955-0861 2013/12/6

三条市北新保1丁目21番18号 2014/2/24

〒955-0803 2013/12/25

三条市月岡4961番地2号 2014/3/18

〒955-0024 2014/3/17

三条市柳沢1886番25号 2014/7/14

〒955-0084 2014/5/19

三条市石上2丁目2番34号 2014/7/23

〒959-1105 2015/2/23

三条市若宮新田697番地1 2015/5/12

〒955-0803 2015/5/26

三条市月岡1丁目38番9-1号 2015/8/18

〒955-0862 2015/6/29

三条市南新保6番52号 2015/9/1

1,2,3,10,13,17,1
9

9110005015825
特定非営利活動法人
しただの里

大竹　晴義
1,3,4,5,7,8,13,
19

　この法人は、広く市民に対し、三条市下田地区の地域資源である豊かな自然や農林畜産物、歴史や伝統文化を活かした
他地域間・他世代間交流事業を通じて、自然と共生する持続可能な循環型社会お実現を図る事により、地域の人々が郷土
に自身と誇りを持ち、安心して暮らせる地域づくりに寄与することを目的とする。

2110005015757
特定非営利活動法人
ソーシャルファームさん
じょう

　この法人は、不登校や引きこもりにかかわる子どもや親、家族、教員、支援者などに対して、不登校や引きこもりを脱する
方法論で対処するのではなく、当事者と同じ目線で寄り添い、子どもが自然とよい状態に成長できる環境を支援することで不
登校や引きこもりの減少、いじめや虐待の未然防止や早期発見・早期対応につながる取り組み、離婚や自殺の防止など、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、主体的に協力し合う市民のネットワークを基礎に、持続可能な地域を実現するために、農業を核とした人材育
成事業及び「場」づくり事業を行い、新たな発想や共通価値を創造することで経済的社会的利益を生み出すことを支援し、
もって暮らす人々の物心両面の幸せを追求すると共に社会全体の利益増進に寄与することを目的とする。

2,3,6,7,13,1
5

2110005015798
特定非営利活動法人
地域のマナビバミナミト
ピア

丸山　定一 2,6,13,14,17,19

　この法人はICT等を活用して、学びたいと考えているすべての人たちに対して自由に学べる環境作りと、世代を超えた学習支援を目的とし、
特に障害児や不登校、経済的な困難を抱えている家庭の子ども達に対して、「ICT等を活用しフリースクールとしての学習支援事業」「放課後
等ディサービス」や、社会人の生涯学習の場、シニア世代には「ICT等を活用した認知症予防」など世代を超えた学びの場を提供する。特に障
害児や不登校児の第2の学びの場として心のよりどころになるよう、地域とのネットワークを作り世代間の学び合いの場とし、こうした活動を全
国に発信し取り組みを広めることを目的とする。

4110005015664
特定非営利活動法人
不登校にかかわる親の
サポートセンター

本間　映子

 この法人は、市民や団体に対してゲートキーパーの養成や活動支援、社会的意識の開発に関する事業を行い、相
互扶助による自殺や虐待の防止、不登校や引きこもりの減少など社会福祉の向上に寄与することを目的とする。

7110005006586
特定非営利活動法人
新潟睡眠障害を考える
会

大平　徹郎

大小原　利信

小林　良範

10
　この法人は、新潟県民に対して、睡眠に関する啓蒙活動及び睡眠医療の向上に関する事業を行い、県民の健康
に寄与することを目的とする。

3110005015541
特定非営利活動法人
チャコールブラックス

加藤　寛明
2,5,6,7,8,11,13,
17

　この法人は、炭焼きで貧困や土壌劣化により十分に食べることのできない発展途上国の食料問題を改善し、日本では地域
の資源を有効活用する里山文化やテクノロジーを継承し生活に取り入れることで、食料問題やその背景にある気候変動やエ
ネルギーという国をまたぎ複雑に絡み合った問題を途上国と先進国の両方の生活を持続可能的なものにすることで改善して
いくことを目的とする。

5110005015531
特定非営利活動法人
日本ゲートキーパー協
会

1,2,10,13,17
,19

5110005015663
特定非営利活動法人
新潟夢みらいネット

田代　勝巳 2,6,7,13,19
　この法人は、持続可能な開発のための教育を支援するために、青少年に対して学習会・体験教室などを実施し、また、教
師や教師を志す学生に対して、子どもたちへの適切な指導方法及び学級経営術を学ぶための研修会などを実施することで
教育技術の向上を図り、以て青少年の健全育成に寄与することとする。

　この法人は、広く市民に対し、自然観察会や環境体験学習会等の環境教育事業や里地里山の環境調査事業及び
自然環境の保全・復元に関わる事業を実施し、もって市民の健全で豊かな暮らしと地域の活性化に寄与し、公益
の増進に貢献することを目的とする。

3110005006607
特定非営利活動法人
にいがた里山研究会

1
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柴山　昌彦
1,3,4,5,6,7,13,1
6,17,19



〒955-0063 2016/6/17

三条市神明町２番１号パルム２．1F 2016/8/18

〒955-0042 2016/10/19

新潟県三条市下坂井１６番１２号 2017/1/4

〒955-0101 2013/4/10

新潟県三条市曲谷644番地 2013/8/6

〒955-0072 2017/2/1

新潟県三条市元町11番63号 2017/4/3

〒955-0842 2017/1/16

新潟県三条市島田3丁目13番14号 2017/3/24

〒955-0041 2017/2/3

新潟県三条市三竹２丁目６番19号 2017/4/7

〒955-0861 2019/6/28

新潟県三条市北新保1丁目20番18号 2019/8/22

〒955-0803 2019/7/4

新潟県三条市月岡620-1 2019/8/22

26
特定非営利活動法人
アトリエKaFuKa

110005016442 岡田　美香 2,6
　この法人は県央地域を中心とした新潟県全域で、演劇活動を通して、市民の個性を開放し、生きがい、やりがいを育むこと
を目的とする。

25
特定非営利活動法人
西潟為蔵会

110005016444 弥久保　宏
1,2,3,4,6,13,14,
19

　この法人は、西潟為蔵の遺徳や業績を調査・研究して重要記録を保存・活用し、それら功績の顕彰活動を通して、広く一般
市民に対し、西潟為蔵が関わった多様な地域資源の活用や社会福祉の増進、教育振興に関する事業を行い、もって、未来
に伝承する郷土文化の発展と地域振興に寄与することを目的とする。

24
特定非営利活動法人
こども凸凹くらぶ

8110005016106 大橋　清二 1,2,3,13,17,19
　この法人は、発達にアンバランスがある子どもとその親や家族、教育者や支援者などに対し、相互交流を図る居場所づくり
を通して、子育ての悩みの共有や子どもの個性に合わせた支援を学び合うとともに、発達障がいに対する社会的理解を促進
することにより、多様な支え合いの中でだれもが安心して暮らせる地域づくりに寄与することを目的とする。

23
特定非営利活動法人
三条IT少年団

9110005016105 増澤　昌人 1,2,3,13,17,19
　この法人は、すべての子どもに対し、IT教育や特別支援教育を通したハードスキルの養成と、野外活動や文化活動を通し
たソフトスキルの養成に取り組むことで、一人ひとりが個性を伸ばし、社会性を育み、将来多様な働き方を選択できるよう支
援することで、21世紀型スキルを持った世界に通用する人材育成に寄与することを目的とする。

22
特定非営利活動法人
えんがわ

1110005016104 長野　源世
3,4,6,7,9,12,13,
16,17,19

　この法人は、三条市街地「まちなか」を核としながら三条市全域及びその周囲に対して、地域の住民や施設、事業所等を結
ぶ活動、三条市の施設「ステージえんがわ」の利用促進に関する事業を行い、地域の活性化やスマートウエルネス三条の促
進、各種産業の支援に寄与することを目的とする。

21
特定非営利活動法人
笹団子研究会

7110005015315 小林　喜一郎 4,5
　この法人は、新潟県が全国に誇る良質で伝統的な特産品である笹団子の、更なる普及及び底辺の拡大を図るため、支
援、商品開発及び販売促進等を行い、新潟県の観光及び特産品の開発や振興及び笹団子の六次産業化に寄与することを
目的とする。

20
特定非営利活動法人
心と体の健康のため野
菜作りの楽しさ広め隊

1110005016046 轡田　秋夫
1,2,3,4,5,6,7,8,9
,10,11,12,13,14,
16,17,19

　この法人は、野菜作りの楽しさを通し、心と体の健康に寄与することを目的とする。

19
特定非営利活動法人
県央地域に舞台芸術を
育む会

2110005015996 小林　裕之 6,13,19
　この法人は、県央地域の青少年や地域住民に対して、音楽や舞台芸術を育む活動を行い、地域の文化の発展及び活性化
に寄与することを目的とする。


