
大分市ＮＰＯ法人一覧表 平成２９年５月３１日現在 これらの情報はおおいたＮＰＯ情報バンク「おんぽ」によるものです（認証順）

法人名 認証日 事務所所在地（定款上） ホームページ 活 動 目 的

1 成年後見・権利擁護大分ネット H11.5.11
大分市中島西２丁目６番１０
号

http://anshin-net.net/
高齢者・障がい児者等の自己決定とノーマライゼーションの確立を図るために各
種の活動を行い、 もって高齢者等の人権と生活の安定ならびに福祉の向上を図
ることを目的とする。

2
高齢者福祉の向上を推進する
会

H12.4.17 大分市大字千歳631 -
住み慣れた地域で安心して幸福に長寿を全うできる社会を実現するため、高齢者
に対して、福祉健 康問題についての相談、情報提供に関する事業を行い保健、
医療又は福祉の増進に寄与することを目的とする。

3 おおいた有機農業研究会 H13.2.2
大分市大字下郡1602番地の
1

http://www.d-
b.ne.jp/oitayuki/

生産者・消費者に対して有機農業の普及に関する事業を行い、健康増進と環境
保全に寄与すること を目的とする。

4 シニアネット大分 H13.2.28
大分市大字下宗方１３７４番
地

http://www.oct-
net.ne.jp/~sno-oita/

シニアの生きがいづくりや仲間づくりをインターネットを介して支援することによっ
て、情操豊かな生 活設計の実現を目指すとともに、次の世代を担う子供たちの健
全な育成を図り、明るい住環境としてのまちづくり への貢献とボランティアの輪を
広げることを目的とする。

5 エイエルエス大分 H13.5.14 大分市大字奥田33番地の5
https://npo-
alsoita.jimdo.com/

ＡＬＳ（エイエルエス）等神経難病に関する社会啓発、患者・家族の自己決定を尊
重した療養環境 整備等に関する事業を行うことによって、患者・家族及び国民の
医療福祉の向上に寄与することを目的とする。

6
エー・ビー・シー野外教育セン
ター

H13.7.27 大分市新町15番32号
http://www.npoabc.kur
onowish.com/

青少年に対して野外活動をはじめ文化活動並びに国際交流に関する事業を行
い、自主的な活動を促 進・支援・調査することで、青少年の健全な育成に寄与す
ることを目的とする。

7 緑の工房ななぐらす H13.8.16 大分市御幸町16組の1
http://www.geocities.jp
/nanagurasu/index.html

一般の人々に対し、自然とのふれあい、人と人とのふれあい事業を行い、自然と
人間とが共生する 地域づくりを目指し、２１世紀の明るい社会構築に寄与すること
を目的とする。

8 ＳＭＩＳ（スマイス） H13.10.12 大分市大字羽屋21番1号 http://www.npo-smis.jp

バック・アップの医療機関と連携し、スポーツを通して、全ての人々が相互の友情
を育てることを 目的とする。特に高齢化の進む社会環境の中で、高齢者の健康
維持とライフ・サイクルの充実を図る為に、スポー ツ並びにメディカル・ケア教室
の開催と普及を目指す。併せて、軽度の要介護を必要とする高齢者に対して、重
篤 な介護度に至らぬよう介護支援事業を行う。更に医療従事者や指導者の資質
向上の為の指導者研修会の開催や要請 を併せて行う。また、国内外のスポーツ
大会や医療協議会への積極的参加・派遣を通じて国際親善を図り、全ての 人々
の健康でゆとりある幸せな生活の実現に寄与することを目的とする。

9 アスパル H13.11.1 大分市長浜町2丁目2番30号 -
不登校生、ひきこもりの青少年と、その保護者に対して、居場所の提供に関する
事業を行うととも に、子どもの健全育成をはかる地域活動に寄与することを目的
とする。

10
九州・自然エネルギー推進ネッ
トワーク

H13.11.19 大分市大字神崎2619番地 -

１９９７年１２月に開催された地球温暖化防止京都会議で採決された京都議定書
（日本の二酸化炭 素排出量を２０１２年までに、１９９０年レベルで６％削減）の温
暖化ガス削減目標値を達成するため、二酸化炭 素を増やさない自然エネルギー
の研究と普及に市民の立場から寄与することを目的とする。

11 ワーカーズ倶楽部 H14.4.10
大分市顕徳町1丁目13番17
号

-

地域に対し、ボランティア活動を通じ、生き生きとした活力ある地域の創造を目指
し、ボランティ ア活動への積極参加を推進するための社会教育に関する事業、各
種文化・スポーツイベントに対する助勢事業、環 境美化のためのボランティア事
業、ボランティア活動を通じた青少年の健全育成に関する事業を行い、真の共生
社 会の実現に寄与することを目的とする。

12 アシスト・パル・オオイタ H14.5.10 大分市東春日町7番13号
http://apo2002.sakuraw
eb.com/

青少年から社会人までの県民・市民に対して、自然環境保全をはじめ、文化・ス
ポーツ、福祉の増 進、まちづくり、子育て支援、人材育成に関する事業を行い、こ
の事業通して将来的に活動するリーダーの育成を 図ることを目的とする。

13 大分県砂防ボランティア協会 H14.6.4
大分市城崎町1丁目3番28号
豊國建設株式会社内

http://ww6.enjoy.ne.jp/
~y.endo/

県民に対して、土砂災害から生命・財産を守るため、土砂災害防止に係わるボラ
ンティア活動を行 い、もって県民の安全・福祉に寄与することを目的とする。

14 あいネットワーク大分 H14.6.14 大分市東大道2丁目4番10号
http://ai-network-
oita.com/

大分県内に住む知的障害のある人「以下、障害者と称す」とその保護者たちが中
心となり、障害者 に対しての地域の中での日常生活支援及び人権問題の取り組
みに関する事業を行い、将来的に安心して暮らせる地 域社会の構築に寄与する
ことを目的とする。

15
大分クレジットサラ金被害者の
会まなびの会

H14.6.27 大分市中島西1丁目4番14号 -
クレジット・サラ金問題を学習し、多重債務に陥った人への相談や被害者の根絶
のための諸活動を 行うことを目的とする。

16 青少年育成保護協会 H14.6.27 大分市新栄町1番26号
http://www.oitamama.n
et/

地域に対し、ボランティア活動を通じ、青少年の健全育成と育成環境の健全化を
目指し、ボランテ ィア活動への積極的参加を推進するための社会教育に関する
事業、文化・芸術の振興を図る事業、青少年の為の育 成環境保全を図る事業、
まちづくりの推進を図る事業を行い、真の共生社会の実現に寄与することを目的
とする。

17 地域ひとネット H14.7.30 大分市
http://www.fureaiigo-
net.com/oita/

地域や企業、学校、福祉現場において、コミュニケーション・プログラムを活用し、
公共心や他 者 を認める力、リーダーシップ、コミュニケーション能力等を高めるた
めの「人間力ある人づくり事業」を行うと と もに、団体同士の絆づくりやネットワー
クづくりをサポートすることで、豊かな地域社会の形成に寄与すること を 目的とす
る。

18 おおいた市民オンブズマン H14.9.12 大分市中島西1丁目4番14号
http://oitaombudsman.
blogcoara.jp/

国および地方公共団体等に市民の声を反映させ、行政の開かれた民主的な運営
を実現し住民の主権 を確立することにより、住民の基本的人権の擁護と住民本
位の町づくりの実現を目指して活動することを目的とす る。

19 居住環境ＮＰＯセンター H14.11.7
大分市大字下郡1710番地の
3

-
一般市民に対して、居住環境を整えることで健康な生活を維持するための支援に
関する電話相談や セミナー及び研修会などの事業を行い、もって健やかで心豊
かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

20 技術サポートネットワーク大分 H14.11.20 大分市 http://www.tsno.jp/

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、工業関係の物づくり技
術に関する幅広い 分野で、調査研究および教育普及活動を行うとともに、不特定
多数の市民・団体等を対象に助言・協力を行い、工 業界の技術水準の向上・品
質水準の向上、次世代人材の育成を推進し、社会教育、健全なまちづくり、環境
の保 全、地域安全、国際協力等の公益の増進に寄与することを目的とする。

21 岡原花咲かそう会 H14.12.11 大分市大字横尾937番地
http://www.geocities.jp
/okabaruhana/

大分県スポーツ公園、及び周辺地域の環境保全や美化、地域づくりの推進に寄
与することを目的とす る。

22 大分県書写書道指導者連合会 H15.2.17
大分市牧1丁目1番17号
西本皆文堂ビル内

http://www.oct-
net.ne.jp/~oita-syo/

会員に対して、書写及び書道教育をはじめ文化・芸術に関する事業を行い、その
向上発展に寄与す ることを目的とする。

23 大分ウォーターフロント研究会 H15.3.13
大分市府内町3丁目9番15号
大分合同新聞社内

-
大分県難病連に関連する団体の患者各位・家族の自己決定を尊重し、患者間の
交流と社会参加でき る事業を行うことによって、患者・家族の生活の質（QOL）の
向上に寄与することを目的とする。

24 大分県難病・疾病団体協議会 H15.3.26 大分市今津留3丁目4番25号
http://oitananbyouren.
web.fc2.com/

県内の難病患者、団体及びその家族等に対する相談や交流活動、社会参加に向
けての活動等を実施。

25 ゆうゆう H15.3.26
大分市 永興三ヶ田町162番3
号 ステラコルテ1Ｆ

http://ameblo.jp/bravo
sagyou/

高齢者、障害者やその家族及び十分な保育を受けることが困難な児童やその保
護者に対して、心身 の健康保持、日常の生活支援及び児童保育、子育て支援に
関する事業を行い、広く地域の福祉増進、社会教育の推 進、人権の擁護または
平和の推進、子供の健全育成等公益の増進に寄与することを目的とする。



法人名 認証日 事務所所在地（定款上） ホームページ 活 動 目 的

26 ヘルス・フィットネス・フォーラム H15.4.22 大分市猪野1294番地1 -

子供からお年寄りまでだれもが、いつからでも、いつまでも運動・スポーツの楽しさ
に触れ、また その恩恵を受けられる環境づくりを目指し、活動を通して運動・ス
ポーツからの「完全なリタイヤ」や「バーンア ウト」をなくすとともに、運動・スポーツ
の楽しさを発見・再発見してもらう場を企画・提案し、健康で明るい市 民生活の確
立と地域づくりに寄与することを目的とする。

27 さくら H15.7.9
大分市大字杉原699番地の
15

-

認知症、高齢者及び障害を持った一人一人がその個性と人格を尊重され、住み
慣れた地域でより家 庭に近い環境の中で、心豊かに暮らすことの出来る生活の
向上を図る為、助け合いの精神で福祉サービスの提供に 関する事業を行い、
もって社会全体の利益に貢献することを目的とする。

28 ＮＰＯかぐや姫 H15.7.9 大分市大字野田1111番地
http://www.npo-
kaguyahime.net

一つに「夢を抱く」こども達に対し夢の実現を図るため、国内外の体験支援を行い
２１世紀を担う 優れた人材育成に寄与する。二つに「課題を抱える」こども達に対
し夢の実現を図るため、課題発生の成因の究明 からリハビリテーションに至る保
健・福祉・医療・教育支援を行い社会参加に寄与する。三つに、「アジア」のこ ども
達に対して国際医療支援を行い国際交流に寄与する。ことを目的とする。

29 別府マリンスクウェア H15.7.23 大分市明野東5丁目10番7号 -

県下住民に対して、海洋スポーツと水辺活動の企画・実施及び個人・団体の行う
海洋スポーツと水 辺活動ならびに北浜ヨットハーバーの管理運営に関する事業を
行い、住民の福祉の増進と海洋スポーツ普及、生涯 学習への支援及び自然環境
保護に寄与することを目的とする。

30 大分宇宙科学協会 H15.7.23
大分市長浜町2丁目13番52
号

http://www.geocities.jp
/npo_oita/

大分県下の青少年並びに一般市民に対して、天体観測会や宇宙科学教室等の
活動を通じ、天文知識 の普及・向上に努め、新たな天文科学教材の開発に取組
むことによる学術、科学技術の振興と天文学の進歩に貢献 すること、また、地域
の子供たちが宇宙や科学を身近にふれることの出来る施設の建設誘致に積極的
な役割を果た すこと、ならびにサーチライトや様々な不必要な光によって夜空が
明るくなり、動植物や人体に影響をおよぼす光 害（ひかりがい）の実態調査、防止
等を通じて環境の保全と街づくりの推進に寄与することを目的とする。

31 ふれんど・すくえあ H15.8.19
大分市賀来北2丁目16番38
号

-
多様な障害をもつ方々や高齢者等に対し、社会生活をおくるために必要な幅広い
福祉に関する事業 を行い、地域社会に寄与することを目的とする。

32 絆 H15.8.28
大分市大字上宗方1780番地
27

-
高齢者や青少年、児童に対して、福祉・保健の 推進並びに生涯教育の向上に関
する事業と、医食同源の見地 から農水産振興による地産地消運動の推進事業を
行い、住民 福祉の充実に寄与することを目的とする。

33 やすらぎ H15.9.17 大分市東野台1丁目17番5号 -

人類史上未曾有の高齢化が進む社会環境の中で、各種医療機関などと提携し、
高齢者の健康維持と ライフ・サイクルの充実を図らんとするものである。その為
に、高齢者とその家族が住み慣れた地域において平和 で文化的な生活を営める
ように、生甲斐を与え、共に喜び、共に泣け、互いに助け合える場の提供を行う。
更に、 高齢者が介護保険の被介護者から一歩でも自立、自助の道を歩めるよう
に各種福祉サービスや軽度のスポーツトレ ーニングを行い、もって社会福祉の向
上に寄与せんとするものである。

34 鶴崎・ミルキーナイト H15.9.30
大分市中鶴崎1丁目10番13
号

-
鶴崎商店街及びその周辺の環境美化や地域社会との共存を目指し、快適な商店
街づくりのため諸事業 を行うことを目的とする。

35 豊の国づくり塾生会 H15.10.15 大分市豊町2丁目3番4号
http://www3.coara.or.jp
/~toyojuku/

個人及び事業者に対して、豊の国づくり塾のネットワークを活かし、県内のまちづ
くり運動を推進 する事業を行い、地域の活性化に寄与することを目的とする。

36 カティオーラ H16.1.14 大分市大字角子原1005番地
http://www.catiolla.com
/

一般市民に対してスポーツの普及を図り、また少子化対策を行うことにより、ス
ポーツの振興、子 どもの健全育成および地域社会との交流に寄与することを目
的とする。

37 うさぎとかめ H16.1.20 大分市緑が丘4丁目25番6号
http://usa-
kame.jp/index.php

高齢者や障害者、児童、及びその家族等に対してボランティア精神に基づき幅広
い福祉に関する事 業を行い、地域社会に寄与することを目的とする。

38 いのちきサポート H16.1.28 大分市新貝7番33号 http://inotiki.main.jp/
障害を持つ当事者自身が運営の中心となって、障害による様々なハンディキャッ
プを抱える人たち が、豊かで安心できる地域生活の支援に関する事業を行い、
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。

39 ＮＰＯ観光コアラ H16.1.28 大分市金池町2丁目1番14号
http://www.npocoara.jp
/

ＩＴ（情報通信技術）等を活用し、大分の観光情報を国内外県内外に広く強く発信、
あるいは来県観 光客へのタイムリーな観光情報の提供等を行い、大分の素晴ら
しさや楽しさをネアカ、ハキハキ、マエムキに広報 することを目的とする。また、そ
の趣旨に賛同する個人や団体のＩＴ支援を行い、特に大分に住む方々が大分の素
晴らしさを情報発信することが素敵で楽しいことだと実感されるよう、更には、観光
が人と人との素晴らしい出会 いを育むように支援し、快活なコミュニケーションが
産みだす心豊かな地域社会づくりを目指す。

40 おおいた子ども劇場 H16.2.10 大分市府内町1丁目6番11号 http://oitagekijo.main.jp
大分市とその周辺地域の子ども・住民に対して、芸術文化体験等を促進する事業
を行い、子どもの 自主性・創造性・社会性を豊かに育むとともに、地域の子育て
協働の輪を広げることを目的とする。

41 原川ミュージック楽座 H16.2.27
大分市明野西1丁目27番
2A6-103号

-
大分県内に居住する市民、高齢者、障害者、 社会福祉施設等の入居者及び音楽
愛好者に対して、歌謡 を通じた慰問福祉活動に関する事業を行い、人生を豊か
に することに寄与することを目的とする。

42 ＢｕＮＧＯ　Ｃｈａｎｎｅｌ H16.2.27 大分市中央町1丁目1番13号
http://www.bungo-
channel.org

様々なメディアを利用した情報や人的な資源の交流をはかり、団体や個人を問わ
ず多くの人々に、 「生業プラスワン」の大切さと社会参加の楽しさを提唱し推進す
ることを通じて、公益の増進と地域振興に寄与することを目的とする。

43 地域環境ネットワーク H16.3.30 大分市西新地1丁目3番5号
http://npolen.la.coocan.
jp/

個人及び事業者に対して、地域環境に配慮したまちづくりに関する事業を行い、
地域 の活性化に寄 与することを目的とする。

44 ネクストスポーツクラブ H16.4.20 大分市萩原3丁目15番3号 -
身体障害者および子供から大人にいたるまで、アーチェリーの振興ならびに普及
事業を行い、スポ ーツ振興、子供の健全育成及び地域社会との交流に寄与する
ことを目的とする。

45 みんなのあおぞら H16.4.20
大分市富士見が丘西1丁目4
番4号

-
高齢者や障害者が自立と相互扶助を基本理念に地域のなかで、生活できるよう
に、生活支援事業や 生きがい支援事業等を提供することも目的とする。

46 大分福祉サービス評価機構 H16.5.11
大分市大字大字中判田3366
番地の2

-

福祉サービスを必要とする人が心身ともに健やかに暮らし、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保障されるように人権を擁護するととも
に、その環境・年齢および心身の状況に応じ、地 域社会において優良な福祉
サービスを総合的に提供されるように援助し、もって福祉の増進を図ることを目的
とする。

47 福祉活動支援センター H16.7.13
大分市今津留3丁目13番21
号

-

日常生活において、さまざまな不自由を感じている高齢者や障害者に対して、生
活全般にわたる支 援活動に関する事業を行い高齢者及び障害者が介護保険の
介護者から一歩でも自立し自助の道を進めるよう生活環 境の支援事業をもって
社会福祉の向上に寄与することを目的とする。

48 大分特別支援教育室フリーリー H16.7.13
大分市西大道1丁目1番76号
第２ハルキコーポ103

http://freely.vis.ne.jp

学校生活に困難を持つ子ども達を取り巻く環境を整備し、子どもの健全育成、青
少年の社会参加意識向 上、及び生涯学習への支援を行い、家庭と学校との連携
をはじめとする地域のコミュニケーション力・教育力を高 める等の地域公益に寄
与することを目的とする。

49 大分環境カウンセラー協会 H16.8.9
大分市荷揚町10番13号大分
法曹ビル4Ｆ

-

一般市民、学校、事業所に対して、環境の保全を図る活動、環境教育を推進する
活動、地域の環境 安全と防災支援活動、子どもの健全育成と科学技術の振興を
図る活動、まちづくりの推進を図る活動、国際協力の 支援と地球環境保全活動等
に関する事業を行い、持続可能な地域社会を目指した循環型の地域づくり及び、
環境保 全型・防災型まちづくりに寄与することを目的とする。



法人名 認証日 事務所所在地（定款上） ホームページ 活 動 目 的

50 大分・ＹＵＫＩ・生活応援団 H16.9.3 大分市仲西町1丁目1番24号 -
今都会で生活をしていて、将来または、休日などに田舎での生活をしたいと考え
ている人達に対し て、田舎暮らしの為の情報提供やその為の支援に関する事業
を行い、都会と田舎の架け橋又、地域の活性化に寄与 することを目的とする。

51 燦々会 H16.9.3
大分市大字中戸次1461番地
の1

http://www.sunsunkai.c
om/

高齢者、児童、障害者、社会的弱者に対して、ボランティア活動等を通じ高齢者や
認知症高齢者の 支援、児童の健全育成、社会的弱者への支援や地域生活支援
サービス等の提供などの活動及び事業を行い、住み慣 れた地域社会で明るく、
安心して暮らせるよう広く地域福祉に寄与することを目的とする。

52 障害者ＵＰ大分プロジェクト H16.9.3 大分市長浜町1丁目11番3号
http://www.d-
b.ne.jp/upsk-oita/

障害者等がＩＴを活用することで、潜在能力を引き出し、自立に向けて障害者のＱ
ＯＬ（クオリティ・オブ・ライフ．生活の質）の向上を目指し、就労の機会を得ることが
できるようにする。また、必要なＩＴ研修プログラムの開発及び研修の具体的な仕
組みづくり等、地域社会と協力して取り組み、これらのＩＴ研修が各地 で継続的に
開催できるように、地域に埋もれた人材の発掘と人材育成を行い、市民社会の発
展に寄与することを目的とする。

53 せせらぎの会 H16.9.3 大分市大字津守262番地 -
大分市南部地区（下郡・滝尾・森岡・敷戸・鴛野・寒田）を流れる河川を中心とした
浄化活動及び 自然保護の活動を通し、住みよい地域づくりに寄与することを目的
とする。

54 ゆめネットワーク H16.9.15 大分市萩原1丁目1番34号
http://yumenetwork.co
m/

ＮＰＯ法人、各種地域活動団体及び大分県民に対して、特定非営利活動を行う各
種団体の活動の連 携、連動とネットワークの推進を図り、本物の芸能・文化、そ
の他数多くのスポーツ等にふれていただく事業に取 り組み、県民の生活向上に
関する事業を行い、各種団体の活動が充実、活性化し、県民が安全安心、希望
溢れる生 活を送れることに寄与することを目的とする。

55 大分情報化推進ネットワーク H16.9.16
大分市城崎町1丁目5番6号
甲斐歯科ビル3階

http://www.oitadeai.jp/

広く大分県民に対して、情報化推進に関する事業を行い、なかでも情報弱者と呼
ばれる人たちのか かえる、情報格差（デジタルデバイド）を教育や相談・出張サ
ポートにより解消すると同時に、学び・相談を契機 としたコミュニティの活性化を図
ることで、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

56 大学コンソーシアムおおいた H16.9.17
金池南町1丁目5番1号　ホル
トホール大分2階

http://www.ucon-oita.jp

数多くの留学生が学び、生活しているという大分県の地域特性を活かし、県民と
留学生との交流を 促進しながら、留学生に対する支援、地域社会との連携並び
に国際性溢れる人材の育成等に資する事業を行い、も って世界に開かれた活力
ある地域づくりに貢献することを目的とする。

57
言葉と心をむすぶ・ヒューマン
ハーバー

H16.12.10
大分市大字中尾1561番地の
28

-
大分県内の幼児から高齢者に対して、文化・芸能に関する事業を行い、心身の創
造性豊かな文化的生 活に寄与することを目的とする。

58 大分県近現代資料調査センター H16.12.27 大分市王子新町29番 -

大分県公文書館や市町村等が行う歴史的価値を有する公文書等の収集、保存、
調査研究、利用促進 活動の進展に寄与することを通して、大分県の近現代史に
ついて一般の関心を高めるとともに、適切な情報提供を 行うなどして、歴史研究
の発展と豊かな地域づくりを図ることを目的とする。

59
青少年の自立を支える青空の
会

H16.12.27
大分市大字城原1726番地の
6

http://www.fukinotou.in
fo/

自立困難な青少年の生活援助にあたり、自立に寄与すること、またその目的を
もって 活動する施設、個人を支援することを目的とする。また、放課後の保育を必
要とする学齢期の子どもの健全育成を 促進する。

60 ソレイユ H17.1.11 大分市府内町1丁目6番27号 -

地域福祉の充実のために市町村等の関係機関や各種医療機関等と連携し、一人
ひとりの生活の質を 高め、住み慣れた地域で安心して暮らし続けていけるように
お互いにふれあい、支えあい、助けあうことで、人の 役に立てることに喜びを感
じ、実践することを目的とする。

61 現代建築技術研究会コラボ・ｅ H17.1.17 大分市長浜町2丁目8番8号
http://blog.goo.ne.jp/co
llabo-e/

建築関係知識・技術を通じて、福祉保健の増進、生活環境の保全、商工労働の振
興、及び、土木建 築の健全な発展のために活動し、地域が豊かで美しい景観の
創造と人々の生活の向上に寄与する事を目的とする。
活動分野

62 にこにこフィットネス協会 H17.3.15 大分市桜ヶ丘2番18号
http://www.oct-
net.ne.jp/~nico-fit/

大分県民一人一人に対して、それぞれのもつ様々な差（性、年齢、運動歴、好み、
体力レベル、障 害の有無など）を超えて安全で効果的な身体運動を積極的に、ま
た楽しみながら増やすためのサポートに関する事 業を行い、県民が自らの健康を
維持・増進していくことに寄与することを目的とする。

63 丸永樹 H17.3.25
大分市大字岡川150番地の
54

http://marueijyu.wixsite
.com/marueijyu/

介護保険の趣旨に従って、介護を要する高齢者が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応 じて自立した日常生活を営むことができるよう、適切な「居宅
サービス計画」を作成するとともに、そのサービス の提供が確保されるよう、指定
居宅サービス事業者との連絡調整その他の便宜を図ることにより、地域福祉の公
益 の増進に寄与することを目的とします。また、国際協力活動にも貢献します。

64 大分・ミンダナオ交流協会 H17.4.5 大分市ふじが丘西区57-11 -
ミンダナオに対して、農業指導に関する事業を行い、ミンダナオの農業・産業の発
展と、大分との 交流に寄与することを目的とする。

65
グリーンインストラクターおおい
た

H17.4.27 大分市高崎3丁目6番11号 http://www.o-midori.jp/
森林・里山を保護・保全し、自然環境を守る意識を育むための人材養成と教育を
行い、都市と農山 村の交流により地域社会の活性化に寄与することを目的とす
る。

66 大分ライフセービングクラブ H17.5.25
大字三芳346番地の1（大道町6
丁目6組の7）　パークサイド大
みち町6丁目ヶ丘401

http://www.e-olc.net
全ての地域住民に対して、海岸をはじめ水辺での監視・救助活動と安全教育及び
環境教育を行い、 安全・安心な地域社会の構築を図り、広く公益に貢献する事を
目的とする。

67 キャリアサポート華 H17.9.1 大分市大在北4丁目9番23号
http://blogs.yahoo.co.jp
/npohana2005

社会参加する多くの人や団体に対し、社会教育や啓発活動を通して自己啓発や
能力開発を支援し、男女共同参画社会形成の促進の一翼を担うことで広く公共の
福祉の増進に寄与することを目的とする。

68 福祉支援センター森 H17.9.27 大分市大字森町51番地の5 -

日常生活において、さまざまな不自由を感じている高齢者や障害者に対して、生
活全般にわたる支 援活動に関する事業を行い地域住民、高齢者及び障害者が
楽しくふれあうことの出来る場の提供を行い地域に貢献 できるよう支援事業を行
い社会福祉の向上に寄与することを目的とする。

69 みなとまちづくり H17.9.28
大分市豊海1丁目1番9号　大分
ウォータフロント開発株式会社
内

-
社会一般に対して、大分港を地域に開かれた港づくりを実現するため、大分港の
港湾機能を最大限 に利用し、住民参加の地域づくりに関する事業を行い、地域
の活性化に寄与することを目的とする。

70 おおいた豊後ルネサンス H17.10.12 大分市 -

主として大分県に居住する住民に対し、かけがえのないふるさとの歴史を再認識
してもらうためその 情報を提供する事業を行い、住民一人一人がこのすばらしい
故郷を共有することに誇りを持ち、未来につながる町 おこしをすすめることができ
る環境作りに寄与することを目的とする。

71 大分市日中友好協会 H17.11.1
大分市大字下宗方286番地
の1

https://www.facebook.com/%E5
%A4%A7%E5%88%86%E5%B8%82%
E6%97%A5%E4%B8%AD%E5%8F%8
B%E5%A5%BD%E5%8D%94%E4%B
C%9A-1614728062133132/

大分市を基盤として、日本・中国両国民の相互理解と友好発展に関する事業を行
い、日本と中国はも とよりアジア更には世界の平和と繁栄に寄与することを目的
とする。

72 大分教育支援協会 H17.11.14 大分市金池南1丁目8番5号 -

不登校の生徒および何らかの理由により高校退学をした人等を含む青少年に対
して、安らかで静か な環境の中で学力保障を行いながら、社会に適応できるよう
導くための事業を行い、それらをもってより良い社会 環境づくりに寄与することを
目的とする。

73
おおいた生物多様性保全セン
ター

H17.12.26
大分市大字古国府1159番地
の2

-

生物多様性の重要性を広く啓発し、自然環境を保全する取り組みを行うとともに、
同様の目的を持っ て行動する個人又は団体に対し、学術的かつ技術的な根拠に
基づいて支援又は提言を行うことによって大分県の生 物多様性を保全することを
目的とする。



法人名 認証日 事務所所在地（定款上） ホームページ 活 動 目 的

74 碧い海の会 H18.1.30
大分市大道町5丁目5番11号
甲斐様方

http://aoiuminokai.web.
fc2.com/

広く一般市民を対象にして、「海」をキーワードに、大分県の自然環境保全と再
生、生活・歴史・ 文化の見直しと活性化、青少年の育成など市民の多様なニーズ
に基づいた事業を行い、人と人が助け合い、自然と 人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。

75 大分県介護支援専門員協会 H18.2.1
大分市大字下郡1015番地の
5

http://oita-care-
manager.com/

県民に対して、介護に関する情報を提供するとともに、介護支援専門員の倫理を
確立し、かつ、専門的 技能の研さんを通じて、その資質の向上に努め、あわせ
て、要介護者及びその家族の生活と権利の擁護、介護保険 制度の適正な運営に
寄与することを目的とする。

76 ＡＵ H18.2.7 大分市政所3684番地 -

アジアの恵まれない子供たちや日本への留学生及び研修生に対して、相互扶助
の精神にのっとり、 アジアの途上国の学校づくりや教育支援、留学生及び研修生
の援助支援を行い、アジア全体の活性化及び途上国の 発展に寄与することを目
的とする。また、大分県の人々に対して、住民参加と助け合いの精神のもとに、健
康をテ ーマにしたフェスタを開催し、全ての人々が健康で自立した生活が送れる
ように、活力のある地域社会づくりを目 的とする。

77 大分ラグビースクール H18.2.7 大分市大字森300番地の35 http://www.oitars.com/

大分県内すべての児童及び生徒に対してラグビーフットボールという団体競技を
指導することによ り児童等の豊かな人間形成の構築を目指し、行政・地域・ス
ポーツ団体の三位一体の活動を組織的に支援・協力・ 運営することにより深刻化
する小中学校の犯罪や、若年層の親による虐待行為などの初期防止を図り地域
の密着し た活動をし、明るくたくましい心身をつくる環境を提供するとともに、社会
貢献に寄与することを目的とする。

78 大分県防災活動支援センター H18.2.17
大分市大字羽田648番地の1
大滝第一ビル１－Ｃ

http://opdo.sakura.ne.jp
/

大分県及び県内各市町村が推進する防災活動に協力するとともに、地域の様々
な場で、県民ととも に減災と地域防災力向上啓発に関する事業を行い、減災文
化の創造と地域住民の安全確保に寄与することを目的と する。

79 すばる H18.2.23 大分市大字木上1515番地
http://subaru2004.org/
main.html

在宅の障害のある方で、外で働く意思を持ちながらもその場所や機会のない方
や、各種サービスを 受けていない方などが利用する作業所等を運営し、障害者
の福祉的就労の場を提供することにより社会参加を促進 し、福祉の増進に寄与
することを目的とする。

80 日本少年少女育成プロジェクト H18.3.23
大分市大字野津原2986番地
の31

http://kyouiku-
oita.com/

青少年に対し、野球を通じてスポーツの歓びや楽しさを体験していただくとともに、
その過程の中 で協調性や創造性などを育み人間性豊かな社会人としてのたくま
しい成長に寄与することを目的とする。

81 生活環境テラス H18.3.23 大分市上野丘西18番8号 http://www.terasu.org/
広く地域住民に対し、食育、食文化の推進、および防災や環境意識の啓発等に関
する事業を行い、 地域住民の暮らしの安心・安全・健康に寄与することを目的と
する。

82 文化財調査保存協会 H18.3.29 大分市
http://plaza.rakuten.co.j
p/npobunkazai/

文化財及び史跡に関わる者に対して、文化財事業の促進・教育・支援に関する事
業を行い、文化財事 業の円滑化、雇用の促進、学術・文化の振興に寄与すること
を目的とする。

83 大分ステップの会 H18.5.11
大分市大字千歳2045番地
リバーサイドフェリカＡ402

http://fields.canpan.info
/organization/detail/10
26020071

ひきこもりの子ども及びその親・家族（以下「ひきこもり家族」という。）の悩みや苦
しみを解決 するため、ひきこもり問題に対する社会の理解、行政への支援要請、
親同士の連携、子どもの自立等に関する事業 を行い、もって社会全体の福祉の
増進に寄与することを目的とする。

84
高齢者福祉・生きがいづくり支
援機構

H18.5.16 大分市大手町2丁目4番20号 -

広く一般市民、特に高齢者に対し、健康・福祉情報の提供、健康増進支援事業、
生きがいのための 集える場所の提供、短期的な仕事探しのための情報提供を行
う。そのために行政、企業、各関連団体等と協力し、 人生経験豊かな知識や活力
を発揮できるコミュニティをつくる。そして高齢者が、より健康で安心して暮らせ、生
きがいを持てる社会を実現することを目的とする。

85 大分県芸術文化振興会議 H18.5.19 大分市高砂町2番33号 http://www.geishin.jp/

大分県内の芸術文化団体による自主的な活動を支援し、芸術文化団体の地域や
分野を越えた幅広い連携を促進するとともに、地域社会における県民・行政・企業
とのパートナーシップを深めることにより、県民の心豊かで創造的な生活の実現
や大分県の芸術文化の振興に寄与することを目的とする。

86 田室ケアプランセンターいきいき H18.5.25
大分市田室町9番80号アー
バン田室206

-

介護保険の趣旨に従って、介護を要する高齢者が可能な限りその居宅において、
その有する能力に 応じて自立した日常生活を営むことができるよう、適切な「居宅
サービス計画」を作成するとともに、そのサービ スの提供が確保されるよう、指定
居宅サービス事業者との連絡調整その他の便宜を図ることにより、地域福祉の増
進に寄与することを目的とする。

87 さがのせき・彩彩カフェ H18.6.8 大分市大字佐賀関2182番地
http://machieki-
yoranse.jp/

地域の人々の住み慣れたところで暮らし続ける生活支援活動をとおして地域との
関わりを大切に し、高齢者や共働き家庭の家事軽減、育児、住まい安全予防対
策を支援する活動を行い、地域住民の福祉の向上に 寄与することを目的とする。
この法人は、住民のふれあいの場を設け地産を使った料理や小規模多機能施設
を運営し、介護予防などの活動に寄 与することを目的とする。

88 アートハウスおおいた H18.6.8 大分市日岡2丁目5番14号
http://arthouseoita.blog
spot.jp/

個人及び事業者に対して、芸術・文化に関する事業を行い、大分の芸術・文化の
促進に寄与するこ とを目的とする。

89 エステートラボ H18.6.23
大分市長浜町2丁目10番12
号（荘ビル604）

-

大分県内の公有地の有効利用を提案することによって豊かな県民生活の実現を
目指すとともに、高 齢者や、身障者が安全で安心して生活できる環境づくりを目
指し、地域に密着したまちづくりをし、また海外に住 む恵まれない子どもたちの支
援施設を提供することによってこの子どもたちの幸せに寄与することを目的とす
る。

90 感染制御大分ネットワーク H18.8.16 由布市へ
http://www.npo-
icon.jp/

不特定多数の市民が感染症の恐怖から逃れ、安心して生活できるよう、感染症に
関する高等な技術 や情報提供、医療研究者の臨床研究事業や研究開発支援、
および医療機関の院内感染対策支援等を行い、感染症発 生の抑止・早期診断・
適切な治療と予防に寄与することを目的とする。

91 大分県コンクリート診断士会 H18.8.16 大分市大字片島444番地の1
https://www.oita-
condoc.com/

コンクリート診断技術を有するコンクリート診断士等の人材育成及びインフラの保
全を図るためコ ンクリート構造物の診断に係わる事業を行い、もって県民の安
全・福祉の向上に寄与することを目的とする。

92 おおいた難病・福祉ネットワーク H18.9.6
大分市明野高尾4丁目9番地
の13

-
難病患者・障がい者・高齢者及び、家族、団体に対して、病気や生活に関する相
談事業、環境整備 を行うことによって医療や福祉の向上に寄与することを目的と
する。

93 アイラブグリーン大分 H18.9.7 大分市大字玉沢625番地の2
http://algo2006.junglek
ouen.com/

みどりの保護・保全・育成をはじめとするみどりを大切にする活動、みどりを通した
保健・福祉活 動を行い、子どもから大人まで大分県民にみどりをはじめとする自
然環境を守る意識、みどりの郷土愛を育み、も ってコミュニティの持続、発展に寄
与することを目的とする。

94 さがのせきまちづくり協議会 H18.12.8
大分市大字佐賀関2232番地
の110

-

地域の特性を活かした各種産業の振興をはじめ、文化、歴史、伝統の継承や都
市住民との観光等 に よる交流の拡大、自治活動への支援、時代を担う地域を
リードする人材の育成、また地域活性化のための祭事やイ ベント等への助成及
び支援に関する事業を行うことにより、元気のある旧佐賀関町を創出し、地域住
民の暮らしを 豊かにすることを目的とする。

95
大分県国際交流団体地球人倶
楽部

H18.12.25 大分市錦町2丁目6番32号
https://www.facebook.c
om/aiueo.jp/

大分県内に在住又は滞在する外国人若しくは日本国籍を有する外国出身者に対
して、地域との係わ りに関する支援や相互交流、日本語指導等に関する事業を
実施することによって、相互の異文化理解を図り、もっ て日本と諸外国との友好
関係の発展と公益の増進に寄与することを目的とする。



法人名 認証日 事務所所在地（定款上） ホームページ 活 動 目 的

96 勇征会 H18.12.25 大分市片島12番地の1
http://www.yuuseikai.c
om/

地域の青少年及び成人に対して、空手指導に関する事業を行い、空手指導や交
流試合を通じて空手 の普及及び振興を図るとともに子どもの健全育成に寄与す
ることを目的とする。

97 おおいた地球環境デザイン H18.12.28 大分市高松東3丁目3番6号
http://www.thanks-
sun.jp/005.html

広く一般市民に対して、地球規模での環境の保全や教育に関する事業を行い、環
境型社会における 環境問題への負荷の低減並びに、持続可能な社会の構築に
寄与することを目的とする。

98 第三者評価機構 H19.2.5
大分県大分市大字羽屋21番
１

http://npoiowe.web.fc2.
com/

福祉サービス事業者に客観的・専門的な評価を受けてもらうことで自らが抱える
問題を具体的に把 握し、自らの事業所の質の向上へ向けて取り組むための支援
をする。 さらに評価結果の公表により利用者が地域社会において優れた福祉
サービスを受けられるよう、そのニーズに適し た事業者を選択するために有効な
情報を提供、もって福祉の増進を図ることを目的とします。

99 まちづくりサポート隊 H19.2.19 大分市錦町２丁目４番２１号 -

広く一般市民を対象に、密集市街地並びにその他の既成市街地が抱える諸問題
に対し、住民と共に 進めるまちづくり、住まいづくりに関する相談、提言及びコー
ディネート事業等の実践及びその解決手法の調査・ 研究を行い、良好な住環境
の整備・促進を図り、地域社会の発展に寄与することを目的とする。

100 大分県発明研究会 H19.3.8
大分市大字羽田字宮田682
番地

-

発明くふうをとおして無限の可能性を追求し、より豊かな社会を創造しようとする
青少年をはじめ 個人、団体に対して、知的財産に関する知識の普及とその指導
を行い、更に、その実現化を支援することによって 発明を奨励し、もって産業の発
展と創造性豊かな人材の育成や地域の活性化に寄与することを目的とする。

101 ばらの会作業所シャローム H19.3.8
大分市中央町1丁目4番22号
サクラヤビル4F101

-
多様な障害をもつ方々や高齢者等に対し、社会生活をおくるために必要な幅広い
福祉に関する事業 を行い、地域社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。

102 大分県ベンチャー協議会 H19.4.2 大分市下郡北1丁目2番12号
http://oita-
venture.net/

新事業・新技術の創造、情報活動及び展示会等を通じて地域社会の発展と環境
の保全、国際社会に 貢献できることを目的とする。

103 大分研究所 H19.4.2 大分市府内町3丁目8番11号 -
広く地域住民に対して、まちづくりや地域活性化などに関する事業を行い、大分の
発展に寄与する ことを目的とする。

104 アジア文化交流センター H19.5.11 大分市豊町1丁目1番32号 -
アジア諸国に対して、日本語学習、文化交流及び農業技術交流に関する事業を
行い、日本とアジア 諸国の相互理解、友好に寄与することを目的とする。

105 ひだまりの里 H19.7.9
大分市大字高瀬700番地の
19

-

介護を要する人々をはじめとする地域の高齢者が、可能な限りその居宅におい
て、その有する能力 に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、居宅介
護サービスやこどもとのふれあい事業を行い、地域福 祉の増進に寄与することを
目的とする。

106 大分ＤＡＲＣ H19.7.31
大分市府内町3丁目7番19号
藤本設計ビル3階

http://oitadarc.jimdo.co
m/

薬物依存症者及びその家族に対して、包括的に回復及び社会復帰を支援する事
業並びに青少年を中 心に広く一般に薬物依存症に関する啓発事業を行い、社会
全体の利益にに寄与することを目的とする。

107 響 H19.8.21 大分市豊町1丁目3番30号 -

在宅で介護が必要な高齢者その他支援を必要とする人々に対して、地域に根ざ
し、まごころのこも った助け合い、居宅サービス・居宅介護支援事業、及び訪問介
護員養成研修事業を行い、すべての人々が健康で明 るく暮らせる地域社会づくり
と福祉の増進に寄与することを目的とする。

108 環境保全技術研究所 H19.8.28
大分市大字勢家字春日浦
843番105

http://khgk564.blog96.f
c2.com/

インフラの保全に関する調査・研究、講演会などの事業を行うとともに、技術者や
各種団体の技術 の向上を図り、県民が安心して健やかに生活できる環境づくりに
寄与することを目的とする

109 七瀬の里Ｎクラブ H19.9.18 大分市大字野津原800番地 http://nspo.jp/

地域住民に対して、スポーツ文化を核とした継続的な活動を通して、青少年の心
身両面に渡る成長 を促し、若者の夢の実現や地域住民の健康増進に努め、高齢
者の生きがい創出に寄与する。また、地域の豊かな自 然環境の中で都市住民と
の交流を図り、自然の大切さや伝統文化の理解を深めてもらう。これらの活動を
通じて、 地域住民の世代間を超えた連帯感の高揚、高齢化社会への対応、地域
住民の健康・体力の保持増進、地域の教育力 の回復など地域自治を目指した新
たな地域社会の形成に寄与することを目的とする。

110
ブルーウィングフットボールクラ
ブ

H19.11.6
大分県大分市大字千歳239
番地の37（美晴台56）

http://blue-wing-
fc.com/

幼児から成人に対して、サッカーのトレーニングを中心に色々なスポーツの練習
に関する事業を行 い、技術の向上、心身の健全な育成に寄与することを目的とす
る。 又、地域の行事や催し物に積極的に参加し地域の人との交流を図ることを目
的とする。

111 まち・文化再生プロジェクト H19.11.6 大分市高砂町4番20号 -

一般市民及び地域団体等に対して、観光振興及び地域の振興、発展、再生に関
する事業並びに建物 等の環境の維持、保全に関する事業を行い、広く地域住
民、地域団体の発展に寄与することを目的とする。

112 これからの葬送を考える会九州 H19.11.28
大分市大字下宗方901番地
の1

http://www.renge.or.jp/
sousou/

一般市民に対して、家族だけでは担いきれなくなっている死や葬送を共に考え、
多様化の尊重と葬 送支援の事業を行い、尊厳ある死と葬送の実現をめざして、
地域社会全体の利益の増進に寄与することを目的とす る。

113
子ども　いじめ・虐待　相談セン
ター・大分

H19.11.28 大分市中島西1丁目4番14号 http://www.bapoo.jp/

子どもに対するいじめ、虐待について相談を受け、総合的な解決を図ることをはじ
めとし て、子どもに対するいじめ、虐待を根絶するための諸活動を行うことによっ
て、子どもの福祉と人権の擁護 を実現することを目的とする。

114 自主防災推進協会 H19.12.21 大分市新町3番16号
http://www.itasahi.co.jp
/NPOH2408.html

大分県及び県内各市町村が推進する自主防災活動に協力するとともに、県民とと
もに減災と地域防 災力向上啓発に関する事業と避難地避難路の確保に有効な
誘導標識などの設置推進事業を行い、自主防災力向上と 地域住民の安全か確
保に寄与することを目的とする。

115 大分県消費者問題ネットワーク H20.1.9 大分市
http://oita.kenren-
coop.jp/

消費者に対して、各種消費者被害の調査、情報提供、救済活動事業等を行い、
消費者の人権擁護及 び社会教育の推進に寄与することを目的とする。

116
マンション管理組合ネットワーク
大分

H19.12.21
大分市金池町2丁目7番21号
－803号

http://www.oitamankan.
jp/

県内のマンション管理組合・区分所有者、関係団体・関係者、自治体および大分
県民（以下「県 民」という。）のネットワーク化を図り、マンション管理およびマンショ
ン生活に関する啓発・支援事業を行い、 マンション管理組合による主体的な管
理・運営と地域社会の理解によりマンションおよび周辺地域の住環境整備、 地域
社会との良好な関係の構築を促進し、もって県民生活の安定・向上に寄与するこ
とを目的とする。

117 里の風 H19.12.21 大分市顕徳町2丁目1番5号 -

この法人は、ホームヘルパー研修を共に受けた仲間が集う中で、各種医療機関と
提携し、高齢者の 健康維持とライフ・サイクルの充実を図らんと志したことを機に
発足したものである。 　研修を受ける中で、高齢者とその家族が住み慣れた地域
において平和で文化的な生活を営めること、その人々に 生甲斐を与え、共に喜
び、共に泣け、互いに支え合える場の提供を行うことが如何に大切であるかを学
び、それを 実践する事を目的とする。 　更に、高齢者が介護保険の被介護者か
ら一歩でも自立、自助の道を歩めるように各種の福祉サービスや軽度のス ポー
ツトレーニングを行い、様々な文化や芸能に触れ、未来を担う子どもたちと各種機
会を通じて触れ合いを持 ち、より一層の元気印となることを目指し、もって社会福
祉の向上に寄与せんとするものである。

118 プラーナ H20.1.24
大分市金池町3丁目3番9号
－1404号

-

住民に対して高齢や障害といったさまざまな社会的支援を必要とする状態になっ
たときに、可能な 限りその地域に於いて尊厳を持って自立した生活を継続して営
むことができるよう、介護保険法・身体障害者福祉 法・障害者自立支援法といっ
た法律を基盤としたサービスをはじめとして地域のサービス事業者や住民組織と
連携 を図ることにより、さまざまな支援をおこない、地域福祉の増進に寄与するこ
とを目的とします。 　また、地域の保健福祉従事者の支援や各種団体と協力をし
ながら地域住民の尊厳を守る人権啓発活動も行い、共 生社会の実現に寄与する
ことを目的とします。
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119 大分県ウオーキング協会 H20.3.24
大分市高松1丁目9番16号
安松ビル２階

http://www.oct-
net.ne.jp/~oita-wa/

大分県民に対して、ウオーキングに関する事業を行い、ウオーキングを普及推進
するとともに、自 然を愛護し、自然に親しみ、健康と心身の涵養を図り、明るい社
会発展に寄与することを目的とする

120 福祉コミュニティKOUZAKI H20.4.28 大分市大字本神崎697番の4
http://www.coara.or.jp/
~fukura/kouzaki/kouzak
i.php

神崎地域住民や大分市民に対して、環境保全・美化、住民相互の支えあい、子供
と若い親世代の参 画による活動を通し、楽しく憩え、安心して暮らすことができ、
子どもたちの声が響きわたる地域社会の実現に寄 与することを目的とする。

121 緑の大地の会 H20.6.16
大分市大字田尻1001番地の
12

-

自然や植物を愛する人、森林・林業に関心のある人たちを対象とし、日本国内の
森林保護や農山村 社会の維持発展と熱帯雨林の保護や再生などに関する事業
を行い、地球環境の保護に寄与することを目的とする。

122 おおいたインディーズネット H20.6.5 大分市 http://oitaind.com
一般市民に対して、音楽文化に関する事業等を行い、大分の音楽文化の土壌づ
くり・普及に寄与す ることを目的とする。

123 アース H20.7.25 大分市乙津町2番地7 -

地域住民、特に高齢者の方々に対して、生産、経済、医療、福祉等の日常生活及
び活動を支援する ため、健康増進や地産地消、食や商品に関する啓発や研修活
動等のサービスの提供を行い、明るく元気な地域社会 の発展に寄与することを
目的とする。

124 鶴崎文化研究会 H20.9.12 大分市大字鶴崎500番地 -

会員の友愛をもとに相互の親睦を深めつつ、毛利空桑記念館の維持、運営と鶴
崎小学校区およびそ の周辺６小学校区を中心とする大分の歴史的文化、芸術、
史跡を発掘、探求し継承することを目的とする

125 大分IT経営推進センター H20.9.18
大分市東春日町17番20号ソ
フトパークセンタービル

http://www.oita-it.or.jp

大分県内外の中小企業が、適切な情報化投資の実行、IT利活用の促進を図るた
めに、中小企業の代 表者、CIO、IT担当者などITを活用した経営革新を実践した
い人々に対して、IT化の支援、人材育成、情報提供・ 交流・相談に関する事業を
行い、中小企業の経営力強化をもって地域経済の一層の発展に寄与することを
目的とする。

126 おおいた水フォーラム H20.10.31 大分市
http://waterforum.he.oi
ta-u.ac.jp/

「第一回アジア・太平洋水サミット」の成果を生かし、大分県内の水に関わる活動
に対して、今後 の水環境に取り組む活動のネットワーク化を図り、水に関する
「知」の集積（ＮＰＯ法人の取組ノウハウ、研究・ 技術開発コーディネート、行政
データの集約化等）を推進する。また、これらを通じて大分県内の水に関わる活動
の支援に関する事業を行い、アジア・太平洋地域の水環境の保全に寄与すること
を目的とする。

127 豊の国商人塾 H20.11.14 大分市金池町3丁目1番64号
https://www.facebook.c
om/syouninnjyuku/

地域の中小企業、商業者等ならびに消費者をはじめとする一般市民に対し、人材
育成及び教育、創 業、経営の合理化･革新･IT化、まちづくり等の幅広い経営支援
活動を行い、自らも地域資源活用、研究開発、営業 活動に関する事業を行い地
域経済及び地域社会の活性化に寄与することを目的とする。

128 おおいた環境保全フォーラム H21.1.6
大分市西新地2丁目6番50号
ライオンズマンション大洲304

http://www9.plala.or.jp/
kei_uchida/

国民や一般企業等に対して、自然と共生した持続可能な住み良い郷土を次の世
代に伝承するため 様々な環境保全に関する情報提供や広報活動及び保全、保
護活動を行い、もって広く公益に寄与することを主なる 目的とする。

129 銀河鉄道 H21.2.24
大分市生石2丁目1番27号
西大分ビル101号室

http://gingatetsudo.info
/

障がいを抱える人たちが地域であたり前に生活していくことを支援し、社会復帰や
社会参加の促進 を図るための活動を行い、また、誰もが暮らしやすいまちとなる
よう地域の人たちの福祉増進や交流推進等に寄与 することを目的とする。

130 大分県地球温暖化対策協会 H21.2.27 大分市高崎2丁目17番5号
http://www7b.biglobe.n
e.jp/~oitaondanka/

大分県における、家庭生活、産業経済社会活動の温室効果ガスの削減等に関す
る事業を行い、地球 温暖化対策を推進し、地域の環境保全と地球規模の環境保
全に寄与することを目的とする。

131 環境マネジメントラボ H21.3.5 大分市東春日町1番1号 http://eml.or.jp/
各国政府、国際機関、地方自治体、法人、住民に対して地球環境保全の重要性
を訴え、それに関す る事業を行い、環境問題の意識向上に寄与することを目的と
する。

132 水と空気の環境リサーチ H21.5.29 大分市大字中戸次5803番地 -

水、空気等の環境問題に対して、広く一般社会の人々に勉強会、講演会、ＤＶＤ上
映会等を通し て啓蒙活動を行う事で、空気や水による感染問題についての認識
を広める事と、実際に汚染状況を検査すること で、病気や感染の予防に寄与るこ
とを目的とする。

133 大分有害鳥獣管理会 H21.6.18 大分市大字葛木562番地の1 -

有害鳥獣の被害に苦しむ農林水産業及び地域住民に対して、有害鳥獣駆除及び
狩猟の適正化に関す る事業を行い、もって野生鳥獣との共存に寄与することを目
的とする。

134 大分日伯国際交流協会 H21.10.5 大分市大手町2丁目3番4号 -

日本、ブラジルの市民及び諸外国の青少年に対して、国際社会に通用する人格と
国際性を身に付 け、専門分野においても高い能力を持った人材の教育に関する
事業を行い、日伯両国及び諸外国との人的交流を活 性化し、それらの国の発展
に寄与することを目的とする。また、すべての人々が住み慣れた地域で健やかに
安心し て暮らせる、人と自然に優しい街づくりと福祉の増進に寄与する。

135
市民後見人養成・活動支援ネッ
トワーク大分

H21.10.19 大分市大字羽屋813番地の5
http://blog.canpan.info/
kokenoita/

地域住民に対し個人の尊厳の保持と自立の支援という福祉の基本理念のもとに
高齢者及び障害者に 関する福祉及び権利擁護に関する事業を行い、もって、地
域の福祉増進に寄与することを目的とする。

136 ヘルスナビゲーター大分 H21.10.29
大分市大字豊饒字光屋441
番地1

-
市民に対して、正しい医薬品の使い方に関する事業を行い、社会全体の利益に
関することに寄与す ることを目的とする

137 大分県海外教育支援機構 H22.3.5
大分市都町1丁目3番19号大
分中央ビル7階

http://www.oita-
oes.or.jp/index.html

将来の国際社会を担う海外の学生に対して、海外教育支援事業を行い、国際ビ
ジネスマンの育成及 び人的交流に寄与することを目的とする。

138 大分県就労支援事業者機構 H22.3.4 大分市荷揚町7番5号 -

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正するためには、就労の機会
を得て経済的に自立することが重要であることに 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与すること を目的とする。

139 ＲＥＧＡＴＥ H22.3.5 大分市公園通り2-15-4
http://www.fcregate.ne
t/

全ての人に対しスポーツ全般の普及等をはかり、スポーツ等を通じた地域の人々
相互の親睦を深め ることや、スポーツを中心とした青少年の健全な育成を図るこ
とを目的とする。また、将来を担うための人材育成 にも積極的に取り組み、地域
活性化に貢献することも目的とする。

140 日本総合デザインサポート協会 H22.3.12 大分市大字羽屋931番地の1
http://www.npo-
japan.org

中小企業に対してウェブ等を活用した事業を行い、経営の安定と技術向上、
利益向上、ＩＴ化の促進等に寄与することを目的とする。

141 福祉犬サポート協会 H22.3.23
大分市大字廻栖野1942番地
の3

http://www.lien-
dogs.com/

障害者を対象として福祉を目的に働く盲導犬、介助犬及び聴導犬（以下、「補助
犬」という。）並 びに動物介在活動犬及び動物介在療法犬（以下、「セラピー犬」と
いう。）が、社会に貢献した後、穏やかな老後 を送れるよう支援すると共に、補助
犬及びセラピー犬がもつ能力を生かし、障がい者、子ども、老人、病気療養 者、
社会福祉施設入所者等（以下、「入所者等」という。）がこれらの犬とふれあうこと
により精神的、社会的に 回復、復帰し、健全な生活が送れるよう支援を図り、もっ
て広く一般に向けて犬とふれあい、暮らすことの大切さ を啓発する活動を行うこと
を目的とする。

142 共に生きる H22.5.21 大分市明野西1丁目5番2号 http://tomoniikiru.com
大分県民に対して、病気をかかえ、死の恐怖、不安と高齢者の孤独感、寂し さ、
及び子育ての迷 い、不安を共に分かち合い、共に生きる自立支援を行い、豊か
な社会の創造に寄与すること を目的とする。

143 あしがる H22.6.11
大分市大津町1丁目21番20
号

-

多様な交通手段を求める地域住民に対して、総合交通手段の再構築を目的とす
る。バス、電車、タ クシーなど交通手段の効率的活用と同時に、地球環境や健康
の観点から、自転車を有効な高越手段と位置づけ、普 及と利用推進のための環
境整備に関する事業を行い、地域の活性化や生活の利便性の向上に寄与するこ
とを目的と する。



法人名 認証日 事務所所在地（定款上） ホームページ 活 動 目 的

144 ｄｅｎｋ-ｐａｕｓｅ H22.8.6 大分市南津留17番24号
http://denk-
pause.jugem.jp/

大分県内・九州地区または日本全国の人々に対して、 音楽を始めとした生活全
般にわたっての芸術活動、地域活動などを 行うことにより、文化、芸術の発展・安
心・安全・豊かな生活に寄与 することを目的とする。

145 サポートチャレンジ大分 H22.10.4 大分市豊町2丁目1番24号 http://sco-npo.com/

地域、中小企業、大企業、個人、組合、研究機関、ＮＰＯ、 コミュニティ等に対し
て、自助努力を基本としながらも、多様な課題へ の 対応能力を持つ、専門的な、
高度な技術・知識・経験を持つ、互恵と奉仕 の精神を持つ人材を会員として登録
し、人材マッチング、農林水産業・商 工業連携コーディネート、技術や経営ノウハ
ウ等のソフト面での情報提 供、研究開発や先進的な技術・知識の導入、ＩＴの利活
用、販路開拓、人 材育成などの支援、医療又は福祉の増進、国際協力に関する
事業を行 い、地域おこし、中小企業の活性化、コミュニティビジネスの育成、起業
の支援、社会教育・学校教育の　推進、併せて登録会員のセカンドライ フに寄与
する事を目的とする。

146
チャレンジおおいた福祉共同事
業協議会

H22.10.28
大分市坂ノ市西2丁目4番3
号

-

平成２０年開催の「チャレンジ！おおいた国体・チャレンジ！ おおいた大会」にお
いて共同事業に取り組んだ「チャレンジ！おおいた福 祉共同事業協議会」の経験
を活かし、障がいがある方々の「働く」ことへ の理解と支援の啓発を県民に広く発
信する。また、大分県下の障がい福 祉現場における共同受注窓口組織を構築す
ると共に、障がい者福祉施設 や小規模作業所が連携を高め組織的な事業振興
を図ることで、障がいが ある方々の仕事確保と工賃向上を目指すことを目的とす
る。

147 川添なのはなクラブ H22.11.10
大分市大字宮河内4547番地
の1

http://www.oct-
net.ne.jp/~kawanano/

地域住民及び目的に賛同する全ての者に対して、スポーツ 活動、文化芸能活
動、地域の諸行事等に関する活動を行い、自他の心身 の健康、青少年の健全育
成、地域づくり・人づくり、地域諸課題の解決など に寄与することを目的とする。

148
コミュニケーション・サポートネッ
トワーク

H23.1.11
大分県大分市大字上宗方
311番地

-

文化・芸術の創造と継承を担う活動、教育・福祉の一環とし ての創作活動、また
趣味や自己実現としての創作活動など、各種創作活 動に携わる人々に発表の機
会の支援を行い、また一般の人々に対してそ の創作鑑賞の機会を提供、県民の
文化活動の支援事業を行い、心豊か な地域社会に寄与することを目的とする。

149 大分の風 H23.1.11
大分県大分市大洲浜1丁目
92番

-

大分県民と国内はもとより、広く世界に対して、大分を活性 化するための様々な
事業を行うこととし、地域の１・２・３次産業の連携支 援、食文化を通じた社会活
動、ツーリズムを中心とした観光誘致支援、情 報発信及びイベント、商品開発等
に関する事業を広く行い、ふるさと大分 のまちづくり推進、文化芸術の振興と活性
化に寄与することを目的とする。

150
コミュニティ安心安全活動支援
機構

H23.2.3 大分市大洲浜1丁目4番32号 -

地域住民が安心・安全に生活できるように各種コミュニティ の創生の機会や社会
貢献活動への積極的な参加を支援、地域コミュニテ ィ活動の活性化や事業化に
よる経済振興を図るとともに、参加者一人ひと りが生きがいを見出し、心身共に
健康で活き活きと活躍する安心で安全な 社会の実現に寄与することを目的とす
る。

151 いきいき安心おおいた H23.2.3
大分市大字下宗方286番地
の1

http://ikiiki-oita.lar.jp/
高齢者および障がい者に対して、生活支援に関する事業を 行い、高齢者および
障がい者が地域の中で活き活きと暮らし続けられるこ とに寄与することを目的と
する。

152 ＣＯ２削減を考える会 H23.3.2
大分市東津留1丁目5番1号
ユナイテッド東津留ビル2Ｆ

http://co2oita.net/
住民及び企業に対して、ＣＯ２削減に向けた新エネルギー 導入に関する普及啓
蒙、交流等に関する事業を行い、地球環境保全に寄 与することを目的とする。

153 日韓芸術文化交流会 H23.3.30
大分市北下郡１１番７号野田
ビル２０１号

http://www.jpkor-
oita.net/

日本映画や韓国映画の貴重な作品を上映する映画祭を開催することにより、日
韓の文化交流を次世代の力で推進して、豊かな映像 文化環境と国際交流の場を
提供するとともに、 作り手の支援や人材の育成をする。同時に、 日常的な映像普
及活動による映像文化の振興を通じ てまちづくり、観光産業、 地域経済、地域文
化の発展に寄与することなどを目的とする。

154 エコ・エコプラザ日本 H23.3.30 大分市 -
社会に対してエコ活動に関する事業を行い、ＣＯ2の削減や 再生可能エネルギー
の利用促進等、環境保全に寄与することを目的とする。

155 リラクセーション桜 H23.4.13 大分市豊町1丁目3番4号
http://www.nposakura.j
p/

心身の不調に不安や興味がある方に対して、リラクセーションの調査や分析、啓
発、健康維持、増進に関する事業を行い、より健康的な地域づくりや雇用促進に
関する環境づくりに寄与することを目的とする。

156 大友氏顕彰会 H23.4.15 大分市古国府40番地の4 http://ootomoshi.net/
大友氏の顕彰を行いその歴史・文化を子供から大人まで幅広い層に広め、経済、
福祉、文化、芸 術、教育等あらゆる面で『ふるさと大分の発展・活性化』に寄与す
ることを目的とする。

157 おおいたの水と生活を考える会 H23.5.18 大分市新町７番１号

https://sites.google.co
m/a/water-and-
life.biz/outside/home

水の供給に関して諸問題をかかえる地域に対し、問題解決を図るための技術支
援に関する事業を行い、地域の住民生活の向上に寄与することを目的とする。

158 夢未来舎 H23.5.26 大分市大字田尻38番地の16
http://yumemirai-
sha.org/

老若男女ハンディの有無、国籍の違いにとらわれない、不特定多数の支援を求め
る全ての人に対して、社会参加支援・日常生活における広義の自立支援に関する
事業を行い、グローバリズムの視点を基本理念とし、広く公共の福祉の向上と地
域活性化に寄与することを目的とする。

159 夢一輪の会 H23.5.26 大分市大字片島583番地の８
http://yume1rin.org/

一般の人々に対して、花とのふれあい事業を行い、花と人と のふれあいを通して
自然や美しいものに対する感性豊かな心を育む地域 づくりを目指し、明るく、思い
やりのある社会構築に寄与することを目的と する。

160 ジョイファーム大分 H23.6.7 大分市東院47番地の1
http://ameblo.jp/joyfar
moita

外で働く意志を持ちながらも、その場所や機会のない在宅の障害者、および高齢
者に対して、農業を基軸とした福祉的な就労の場を提供することにより、社会参加
および自立を促進し、福祉の増進に寄与することを目的とする。

161 レガーレ H23.7.7 大分市下郡東1丁目3番28号
http://oitalegare.hp2.jp
/

多様な障害をもつ方々や高齢者に対し、社会生活をおくるために必要な幅広い福
祉に関する事業を 行い、地域社会に寄与することを目的とする。

162 シネマステーション大分 H23.9.6 大分市緑が丘3丁目4番5号
http://www.cinemastati
on-ooita.com/

映画文化に触れる機会の少ない地域や、一般市民に対して、映画文化の享受の
機会を多く創り、市 民の社会活動・文化活動の参画を図るとともに生活文化・人
間形成・よりよい地域づくりに寄与することを目的と する。

163 わいわい夢クラブ H23.10.6 大分市萩原2丁目10番7号
http://www1.bbiq.jp/wai
yume/

住民の誰もが気軽にスポーツ・文化活動を楽しみ、各自の健康及び体力を維持・
向上するとともに、スポーツ・文化の愛好者の増加をめざし、継続的な活動をとお
して、夢のある地域づくりを推進することを目的とする。

164 築輪 H23.11.29 大分市牧3丁目276番地 http://www.chikuwa.bz/
障がい者、高齢者に対する福祉サービスや地域交流の事業を提供し、障がいが
ある人も無い人もお互いに理解し、助け合い共に安心して暮らして行ける社会作
りを目指すこを目的とする。

165 ライフサポート元気大楽 H23.12.1
大分市西鶴崎1丁目1番7号ミ
ネルバ鶴崎２０２

-
高齢化の進む地域において、「予防から介護まで」をテーマに、文化芸能活動を
通じ、認知症や成 人病の予防に努め、心身ともに元気で健康な地域社会をつくる
ことを目的とします。

166 大分県協育アドバイザーネット H23.12.1
大分市大字小池原28番地の
2

http://www.kyouiku-
adviser.net/

市民・企業・団体・教育機関などと教育の協働（以下、『協育』という）のための人
材育成、『協 育』の普及および実践、『協育』の調査および啓発などに関する事業
を行い、家庭教育、学校教育と社会教育の連 携・融合を推進して地域ぐるみで青
少年の健全な育成を図ることを通して広く公益に資することを目的とする。



法人名 認証日 事務所所在地（定款上） ホームページ 活 動 目 的

167 ゆう H23.12.1
大分市大字豊饒字丸田176
番地の2

http://sagyousyoyu.jun
glekouen.com/

精神的・身体的・知的な特質をもつがゆえに、一般的な会社等で働くことが困難な
人たちに対し 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（障害者総合支援法）」に基づく、障がいの ある人たちの居場所作りや社会
参加をするための福祉サービス事業を行う。そこで、共に働き、共に楽しむこと
で、利用者の社会参加や、地域であたり前に生活していくことを支援し、社会復帰
や社会参加の促進を図るための 活動を行い、誰もが暮らしやすい地域社会をつ
くることを目的とする。

168 ＦＯＲ　ＯＮＥ H24.2.1
大分市大字皆春821番地　二
宮様方

http://angelheart-
concert.blogspot.jp/

ソーシャルインクルージョンの理念に基づき、障がい者及び支援を必要とされる
人々を社会の構成員 として包み込み、理解しあい、その人自身の持つ力を活か
すことができるよう、音楽・芸術・文化等を媒体とした 事業を行い、支援される人
支援する人、共に思いやる心の地域福祉の本質が、より深く浸透していくことを目
的と する。

169 スマイスセレソン H24.4.18 大分市大字田尻473番
http://www.smis-
selecao.net/

スポーツ選手の育成において指導技術の進歩及びその実用化に寄与するための
活動を行うこと を 目的とする。プロフェッショナルによる運動教育の普及を図ると
ともに、スポーツ選手に関わる研究者と選手 育成を求める全ての人の橋渡しをす
ることにより、教育育成カリキュラムの実用化、新しい雇用の創出、国際競争 力
の強化等を通して、社会に貢献する

170 ダーＷＩＮネット H24.5.17 大分市高砂町1番11号202 -

多くの若者やそれを取り巻く社会や家庭、教育現場や企業、行政機関と連携を取
りながら若年者に 対して、よりよいキャリア選択ができることを目的として、就労支
援や自己啓発等に関する事業を行い、心身・経 済的自立を図るとともに公共の
福祉の増進と社会の発展に寄与することを目的とする。

171 ジョイ・デ・ビブレ H24.7.9 大分市大字入蔵821番地 -

ハンディの有無、国籍の違いにとらわれない、人を人として尊び、働くことに喜び
を感じ、学び あ い、助け合って生きていく不特定多数の支援を求める全ての人に
対して、社会参加・日常生活におけ る自立支援に 関する事業を行い、広く公共の
福祉の向上と地域活性化に寄与することを目的とする。

172
青少年こころの悩み支援セン
ター

H18.12.4
大分市末広町2丁目10番24
号

http://www.kokoro-
nayami.or.jp/

不登校・ひきこもりの方々とその家族に対して、不登校・ひきこもりについての情報
提供および相談に関する事業、自立のための支援に関する事業を行い、児童・生
徒・青少年・成人の健全な精神の育成と積極的な社会参加を図り、広く公益に寄
与することを目的とする。

173
貧困村自活自立支援ネットワー
ク

H20.1.11 大分市原川1丁目1番9号 -

アジア・アフリカの貧困層の住民に対して、貧困からの脱却を目的とした環境共生
型の持続可能な農畜産物技術の指導・普及支援に関する事業を行い、貧困から
の脱却による地球規模での食糧や環境対策、売血や麻薬などにより映ずなど難
病の撲滅などに寄与することを目的とする。

174 Challenged　Japan H22.12.1
大分市大字中戸次６０９３番
地１

http://challengedjapan.
wixsite.com/index

すべての人々に対して、ユニバーサル社会の実現を目指し、スポーツ、講演会、
イベントの企画、運 営、普及活動を通じて健全育成並びに自立支援、環境の整備
に寄与することを目的とする。

175 ミャンマーに学校を作ろう H24.8.7
大分市大字横尾2733番地の
1

http://www3.hp-
ez.com/hp/gakkoum/pa
ge1

戦争や自然災害で教育の機会を奪われた世界の子供達に、人種、宗教、国籍、
その他の信条の違いに 関わらず広く教育などの援助を行い、その活動を通じて
次代を担う若者たちへの地球市民教育を実践することを目的とする。

176 再会 H24.8.9 大分市大字鴛野926番地7 -

高齢者に対して、介護サービスに関する事業を行うとともに、認知症や介護に関
する情報を提供 し、まちづくり事業・環境保全事業等を通じて地域社会と交流を
図る事で、互いに助け合い、個人が尊厳を持ちつ つ心豊かに暮らせる社会の醸
成に寄与することを目的とする。

177 おおみちふれあいクラブ H24.10.25 大分市田室町3番37号 http://ofc2008.exblog.jp
地域住民及び目的に賛同する全ての会員が楽しくスポーツ・文化活動を行い健康
及び体力の維 持・向上を目指すと共に交流の場として、地域・人の輪づくりを、推
進することを目的とする。

178
セラピスト　アソシエーション・
シード

H25.1.10
大分市府内町1丁目15番　府
内センタービル4F

-

一般市民及び地域団体また就業予定、就業中の女性等を対象にエステティック教
室、介護認知症の方を対象としたケアタクティ－ル事業及びそれら事業の講師育
成並びに美容、健康の啓発に関する事業を行い、ケアを必要とする女性等、介護
サービスを受けている高齢者の方々に心のケアを通じ、人の尊厳の充実を図り、
男女共同参画社会の観点から、女性の自立支援の発展と心身健やかに自立した
生活実現のため地域社会の醸成に寄与す ることを目的とする。

179 ライフアップサポート H24.10.17
大分市上宗方717番地の1
日生ロイヤルマンション上宗
方1110号室

-

障害者及び高齢者に対して、地域で自立した生活を営んでいくために必要な事業
を行うことで、地域 福祉の増進に寄与する。また、障害者ボウリングの普及に関
する事業を行うことで、スポーツボウリングの振興と 健康の増進を図り、障害のな
い人との共生社会の実現に寄与することを目的とする。

180 賀来衆倶楽部 H24.11.29
大分市大字賀来2495番地の
2

http://www.oct-
net.ne.jp/~kakunshin/

地域住民主体で誰もが気軽にスポーツ・文化活動を楽しみ、体力の維持・増進を
図るとともに、ス ポーツ・文化の愛好者の増加を目指し、日常的・継続的な活動を
通して「多世代交流」「人づくり」「健康づく り」を目標とし、さらに活動を通して青少
年の育成や福祉・環境問題等に対処し、心豊かな人間関係の構築と地域 の活性
化に寄与することを目的とする。

181 おおいたNPOデザインセンター H24.11.29
大分市府内町2丁目2番1号
名店ビル307

https://oitanpodesign.w
ixsite.com/ondc

新しい市民社会の実現に向けて、あらゆる分野や地域で活動するＮＰＯ・　ボラン
ティア団体等 の公益的団体の活動基盤強化や育成することにより、又は自ら活
動し、　国、地方公共団体、企業、ＮＰＯ等との 連携協働によって、地域社会がか
かえる諸問題の　解決や私たちの暮らし（文化・経済・環境・教育など）の維持 発
展に寄与することを目的　とする。

182 Sａ－Ｎａ・エンタープライズ H24.12.25
大分市府内町1丁目6番19号
KCCビル301号

-

Enjoy(楽しむ)・Lesson(習う)・Entertainment(公演)を柱とする活動を通し、広く一般
市民に対して音楽や地 域文化の普及活動及び街づくりや地域づくりを推進してい
くための活動、住民が様々な絆を深めていける活動、次 世代の芸術家を養成し
ていくための活動、地域住民への音楽の普及活動、地域おこしを目的とするイベ
ントの開催 並びに関連する情報の発信、国内外の芸術家への創作･制作･演奏
活動の場の提供、その他、本会定款に則った活動 を推進する事業等を行い、地
域環境に目を向け、自然や人間に感謝と畏敬の念を持って、幸福に営々と芸術と
いつ でも触れ合うことができる地域社会の実現に寄与する。

183 地域の宝育成支援センター H24.12.27
大分市大字古国府字上河原
1395番地の5

http://chiikinotakara.co
m/

ご近所付き合いや地域での伝統伝承、学びなどの地域に対しての活動を通じ、生
き生きとした活力 ある地域の創造を目指し、活動への積極参加を推進するため
の社会教育に関する事業、各種文化スポーツに対する 助成事業、活動を通じた
青少年の健全育成に関する事業、子どもたちがおかれる部活動運営や教育現場
の様々な夢 を育む環境づくりの支援を行い、真の共生社会の実現に寄与するこ
とを目的とする。

184 ママの味方 H25.2.15
大分県大分市王子西町6番
22号

http://mamanomikata.c
om/

広く地域住民に対して、女性の就業支援・教育・食育などに関する事業を行い、仕
事と家事・育児・介護が両立できる環境の整備に寄与することを目的とする。

185 大分バヤンホンゴル交流協会 H25.3.15
大分市大字竹中字上長谷
613番地の1

-
大分県民とモンゴル総合生協学校児童およびバヤンホンゴル県との相互交流に
関する事業を行い、 両県児童の健全育成と両県民の友好連帯を深めることを目
的とする。

186 みどりの森プロジェクト H25.3.18 大分市 http://nwco.jugem.jp/

広く一般市民を対象として、森林など自然環境を活かしつつ、人々の健康増進と
快適環境の創出に 必要な実践活動、普及・育成活動及び森のセラピーに関する
事業などを行い、もって森林地域の振興に資すると共に、癒しを求める各層の心
身の健全な発達に貢献することにより、豊かな人間性の涵養を図ることをめざす
ことを目的とする。



法人名 認証日 事務所所在地（定款上） ホームページ 活 動 目 的

187 ホビータイム H25.3.19 大分市三佐5丁目180番地 http://hobby-time.jp

ハンディの有無にとらわれない、人を人として尊び、働くことに喜びを感じ、学びあ
い、助け合って生きていく全ての人に対して、社会参加・日常生活における自立支
援及び就労に関する事業を行い、広く公共の福祉の向上と地域活性化に寄与す
ることを目的とする。

188 ジョブ・チャレンジ・サポートOITA H25.4.3 大分市森字太郎丸357番1 http://jcsoita.info/
中小企業及び就職希望者に対して、雇用推進や雇用確保及び社員能力向上に
関する活動を支援する 事業とともに中小企業の経営基盤強化に関する事業を行
い、地域経済の発展に寄与することを目的とする。

189
自死遺族支援ネットワーク・大
分

H25.4.11
大分市中島西1丁目4番14号
市民の権利ビル201号

http://npo-sunsso.net/
自死遺族支援及び自殺未遂者の支援に関する事業を行い、自殺対策に貢献する
とともに、人権擁護を推進し、地域社会に寄与することを目的とする。

190 子育て応援ワクワクピース H25.4.15 大分市 大字田原634番地33
http://wakuwaku-
peace.com/

地域で暮らす子育ての中の世帯・児童・生徒・高齢者・その他の住民に対して、生
涯を通じて文化 的な活動が送れるように、安心して子育てができるように、地域で
子育てができるように、自信と誇りを持って地 域で生きていくことができるように、
こどもから大人の支援、サークル運営やコーディネーター、心理カウンセラ ーの人
材育成、託児施設・放課後や長期休暇の際の学童保育に関する事業を行い、子
育て支援、青少年育成、地域 貢献、雇用促進に寄与することを目的とする。

191
大分県ノルディック・ウォーク連
盟

H25.5.21
大分市高松東3丁目4番23号
（エクセレンテ高松201）

http://oita-
nordicwalk.in.coocan.jp/

大分県及び周辺地域の個人及び団体に対して、ノルディック・ウォーク運動の普
及、 及び正しい知 識の普及と熱意あふれる指導員の育成を図ることと共に、啓
発に携わる個人及び団体と連携してすべての国民の健 康増進活動を促進し、地
域の自然や文化に親しみ明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的 と
する。

192
性教育のあり方を考える研究協
議会

H25.6.19 大分市法勝台2丁目10番1号 -

主に小学校・ 中学校・高等学校の生徒や教職員、ならびに、子供達を取り巻く保
護者や地域住民を対象に講師派遣事業を行い、性教育のモデル講義を実施する
ことにより、性に対する適切な意思決定の力を育む気付きの場を与え、子供達の
自尊感情を啓発し、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。さらに、周囲
の大人への啓発活動に努め、よりよい性教育のあり方を研究協議することを目的
とする。

193 Ｚａｃ・エンタープライズ H25.6.25
大分市金池町2丁目8番10－
408号（サーパス大分駅前）

-

芸術文化・国際交流・婚活支援・子育て支援・高齢者との交流など、様々な活動を
通し、市民・県民の文化意識向上、次世代への伝統文化の継承、独身男女の出
会いイベントの開催、高齢者の地域コミュ ニティ構築の、また、海外貿易における
フェアトレードのための活動、その他、本定款に則った活動を推進する事業など行
い、広く一般市民・県民とともに地域振興・地域社会の発展に寄与することでグ
ローバルに社会貢献を果　たすことを目的とする。

194 地域再生ソーシャルネット H25.6.25
大分市仲西町1丁目1番24号
第一森和ビル1F

-

大分県内の地域に係る社会的課題の解決及び地域再生を行うため、地域振興、
まちづくりに関する 事業の運営、支援と調査研究及び公益活動に資する運営、管
理等を行い、広く地域の団体、地域の住民の利益と安 全を図り、地域の発展に寄
与することを目的とする。

195 まち工房 H25.7.1
大分市長浜町2丁目12番4号
シンサントビル302

-
イベントなどの企画・ＰＲを通じて、まちと人との交流を促すことで、街なかに活気
を取り戻し、大分の観光、文化・芸術やスポーツなどの振興を図り、豊かな地域社
会を実現すること、もって公益の増進に広く貢献することを目的とする。

196 大分県勤労者安全衛生センター H25.9.4 大分市大字宮崎953番地の1 -
働く者の安全衛生、健康問題、労災・職業病、職場環境等の調査・研究と予防対
策の活動を通して、 広く勤労者の心身の安全を確保し、社会経済の発展に寄与
することを目的とする。

197 日本ココロセラピー研究所 H25.9.9
大分市大字荏隈1699番3　ロ
イヤルグリーンハイツ301

-

コミュニケーションの重要性や実践方法、感情の扱い方や心のしくみを一般の
人々にも分かりや すく伝える情報発信ステーションとしての役割を担っていくこと
を目的とする。一般市民や地域団体・企業などに 対し、心理セラピストの育成事
業や派遣事業、カウンセリングやセラピー、講演活動やセミナー、ワークショップ
などメンタルヘルスケア事業を行い、人間力やコミュニケーション力ＵＰを図り、地
域や日本再生、国際協力など に貢献していく。

198 ＳＬ復活ドリームプロジェクト H25.10.1 大分市中央町2丁目3番10号
https://www.oita-
sl.info/

国の登録有形文化財である玖珠町の豊後森機関庫と転車台を活用し、鉄道博物
館「ＳＬミュージアム」 の実現をめざす。また、ＳＬの復元整備と日田～別府間の温
泉地を結ぶＳＬ牽引の観光列車「ＳＬ湯けむり号」の 招致、関連イベントの開催事
業等を実施し、鉄道関係プロジェクトを核とした久大沿線を中心に大分の観光振
興と 周辺地域の活性化、並びに大分県の発展に寄与することを目的とする。

199 しんせい H25.10.3
大分市高江南1丁目12番地
の5

-
知的、精神、身体に障害をもつ人々に対して、就業を含めた日中活動等の支援に
関する事業を行い、 障害者が生涯を通じて様々な活動に参加できる地域社会の
共生の実現に寄与することを目的とする。

200 れもん H25.10.11
大分市富士見が丘西3丁目3
番12号

-
大分県内の高齢者や障害者に対して、自立と相互扶助を基本理念に、地域の中
で生活できるように、 生活支援事業や生きがい支援事業等に関する事業を行い、
対象の方々が安全安心の充実した生活の実現に寄与する ことを目的とする。

201 マリアグレイス H25.11.25
大分市今津留1丁目18番15
号

http://www.mariagrace.j
p/

妊娠するために医療を受けて努力する夫婦を支援する。またその医療で生まれて
きたこどもが差 別されない社会づくり、また医療を必要としない夫婦や、やがて結
婚適齢期を迎える若者たちへ情報を発信し、こ どもを設けることを将来のビジョン
に意識する社会づくりを目的とする。

202 ＡＲＴ　ＰＲＯＪＥＣＴ　ＯＩＴＡ H26.1.20 大分市中央町3丁目3番19号
http://www.artprojectoi
ta.com/

大分県の中心である大分市中心市街地を活動拠点とし、アート、音楽等をはじめ
とした文化芸術活動 を通して、潜在的なまちの魅力と可能性を引出し、活力のあ
る文化的で創造的な社会づくりに寄与することを目的 とする。

203 大分県サブカルチャー推進協会 H26.1.20 大分市大在北4丁目7番19号
http://oitasubculturepa
.wix.com/ospa

１つの文化、芸術であるサブカルチャーの持つ魅力をいかしたまちおこしを行い、
地域の子どもか ら大人まで幅広い年齢の人達に対して、アニメや漫画などを活用
したイベントや情報提供、交流などに関する事業 を行い、それらの活動を通じて
地域の発展及び活性化に寄与することを目的とする。

204 たんぽぽ保育園 H26.2.4 大分市花津留2丁目22番9号
https://www.facebook.c
om/tanpopo.hoikuen/

保育に欠ける乳幼児に対して、保育に関する事業を行うとともに、その家族及び
地域に対して、子育て支援に関する事業を行い、児童福祉の向上、安心して子ど
もを育てられる地域福祉の増進に寄与することを目 的とする。

205 いなかンわ H26.5.16
大分市中津留1丁目12番19
号

http://inakanwa.sence-
net.com/

地域に対して、資源と人材を活かし、環境整備・特産物の育成・観光資源の開発・
イベントの開催 等により、短期・長期に通行・流入する人口の増加を進めると共に
居住民の定着等を図るなど、地域の活性化に関 する事業を行うことにより、居住
民の生活の向上に寄与することを目的とする。

206 えんキャリア大分 H26.6.19 大分市高砂町3番10号
https://www.facebook.c
om/encarreroita/

働く上で課題を抱えている人、事業主、労働者、自己成長を望む人、などに対し
て、人材育成やキャ リア形成に関する事業を行い、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。また、異業種間及び大 分県民の交流する場を提供
することにより、新たな雇用創出、地域社会や地域経済の活性化に寄与すること
も目的とする。

207 Feel the Links H26.10.2
大分市大字牧99番地の3　千
装ビル1Ｆ

-

地域活性化を実現することを基本理念とし、学術・文化・芸術・舞台・音楽・映画・
スポーツ関連事 業等エンターテインメントに関わる人々のネットワークを通じ、地
域の発展と子どもたちの夢の実現を様々な手段 により手助けし、より健康的に生
き生きと暮らせる社会の実現に寄与することで地域の文化の向上と世界に羽ばた
く人材の育成を目的とする。



法人名 認証日 事務所所在地（定款上） ホームページ 活 動 目 的

208 ASAHIおおいた H26.10.7
大分市大字皆春字西ノ浦
1606番地1

-

障害者基本法の理念にのっとり、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個
人として尊厳にふさわ しい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要
な障害福祉サービス事業、地域生活支援事業その他の支 援を行い、もって障害
者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず安心して暮
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。

209 滝尾百穴クラブ H26.10.22 大分市下郡南4丁目4番62号
https://npo-
takio.jimdo.com/

「滝尾地域に暮らす子どもから高齢者までの住民」に対して、「心身の健康づくり
や生きがいづく り」に関する事業を行い、「地域コミュニティーの形成・活性化」に
寄与することを目的とする。

210 おおいた子ども支援ネット H26.11.7 大分市大字旦野原823番地5
http://oita-
kodomosien777.net/

子どもに対して、緊急的な避難場所としての「シェルター」、これから先の人生を
しっかりと見つめ ながら自立をめざす「自立援助ホーム」、短期的な支援やケアを
行う「一時保護」、軽度の発達しょうがい等をか かえながらの生活を支援する「放
課後等デイサービス」等を行い、全ての子どもが、ふれあいのある、実体として の
人とのつながりをもちながら、自らの幸福を願い、自らの将来に夢や希望を抱ける
ことに寄与することを目的と する。

211 えいぶる・ねっと H26.11.7
大分市大字上宗方777番地
の92

http://www.oct-
net.ne.jp/~team-
abe/eny_top.html

障害児及び家族に対する障害児福祉や余暇支援に資する事業を行うとともに、地
域住民に対する障害児・者福祉に関する啓発事業を行うことを通じて、県内の障
害児・者福祉の向上や地域におけるインクルーシブ社会の実現に寄与することを
目的とする。

212
スペシャルオリンピックス日本・
大分

H26.11.28
大分市荷揚町9番10号さくら
ビル102

http://www.son-
oita.com/

知的障害のある人たちに、オリンピック競技種目に準じた様々なスポーツトレーニ
ングと競技の場を提供すること により、健康を増進し、自立と社会参加の促進を
図るというスペシャルオリンピックスの使命に則り、国内本部組 織スペシャルオリ
ンピックス日本（ＳＯ日本）と協定を交わし、認証を受け、ＳＯ日本が定める諸規定
に基づき、 運営し、担当地域全域にその事業を拡大するものとする。また、ス
ポーツ活動の他、教育・文化的プログラム及び レクリェーション活動や地域社会
における知的障害理解促進を図る活動等を通じ、多様な人々が互いに尊重しあ
い 共に生きていく社会の実現に寄与することを目的とする。

213 イノセント H26.12.12 大分市大字神崎220番地の6 -

障害者の社会参加の促進と生活の向上を支援するため，障害者福祉サービス事
業を行う。障害者一人ひとりに寄り添い、尊重して、相談支援事業や就労支援事
業を行うことで、障害者が地域であたり前に生活していくことを支援し、誰もが暮ら
しやすい地域社会をつくることを目的とする。

214 遊鳳国際文化交流協会 H26.12.17
大分市田室町9番80号　アー
バン田室110

-

大分・武漢・上海の作品を展示する美術展の開催、子供たちを対象とした人材育
成、九州の自然・観 光・産業・伝統文化等に関する情報発信など、中国との市民
レベルでの芸術文化交流を行い、友好発展に寄与する。更に、芸術文化交流をア
ジア諸国へ広げていくことで、新しい芸術文化の創造を図るとともに、地域間の国
際交流の発展と、友情・平和の促進に寄与することを目的とする。

215
介護予防支援リハフィットネス大
分

H27.1.23
大分市坂ノ市中央1丁目4番
28号

http://rehafitnessoita.ji
mdo.com

進む高齢化社会に対し、地域に住む障害者、高齢者、中高年の方々が要介護状
態に至らぬよう、その方々が持つ能力を引き出し、自立した生活を送れるよう、そ
の方々の身体機能の維持・向上、健康の増進、環境の調整に関する事業を行
い、健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。

216 Rindo H27.1.28 大分市大道町4丁目2番34号
https://www.facebook.c
om/rindointernational/

子供たちから年配者までの幅広い年齢層の人々等に対して、サイクリングの楽し
さを広めると共に自 転車の安全な走行の普及・啓発に努める。また、地域との連
携を図りながら、事故多発箇所、危険区域等のデータ を収集し、告知を行うことに
関する事業を行い、自転車と歩行者や自動車との接触・死亡事故の根絶に寄与
するこ とを目的とする。

217 住むケアおおいた H27.3.23 大分市東大道1丁目6番24号
http://www.sumukeaoit
a.com/

高齢者等に対して、介護ケア付き高齢者賃貸住宅等に関する相談窓口を開設し、
問題解決・助言等を総合的に行い、高齢者等が安全、安心して暮らせる生活環境
の実現と、健全な地域社会の向上に寄与することを目的とする。

218 大分総合スポーツ教室

219 大分県武術太極拳連盟 H27.9.8
大分市新町1番13号（アス
ティオン新町508）

-
大分県における武術太極拳の普及および発展を促進し、本県スポーツの振興と
県民の健康増進を図 り、もって地域社会の健全発展に寄与することを目的とす
る。

220 大分に科学を広める会 H27.9.25 大分市高崎4丁目19番4号
http://www.oita-
kagaku.jp/

大分県内で「科学の祭典」を開催することにより、子ども達が科学の楽しさ・おもし
ろさ・不思議さ などを体験して、科学に興味を持つ契機となるようにするとともに、
「科学教室」の実施や指導者の人材育成を行 うことにより、科学の啓発や普及活
動に取り組むことを目的とする。さらに、大分県内に「科学館」に匹敵する施 設が
ないことから、その必要性や意義について広く県民に広報し、その設立活動を行う
ことを目的とする。

221
SAUDE WASADA SPORTS
CLUB

H27.11.19 大分市大字田尻479番地

http://saude.futsal-
oita-
2002.com/sp/index.htm
l

子どもから高齢者、障がい者に至るまで、全県下にわたりフットサル、グラウンドゴ
ルフ等のスポーツの楽しさ、素晴らしさを広めることを目的とする。現在社会問題
化されている、青少年の非行や不登校をなくす為、それに該当する子どもたちを
受け入れ、心身の健全な発達をフットサルの体験をすることにより手助けしていく
活動をする。又、グラウンドゴルフの大会を運営することにより地域高齢者の交流
の場として発展させていく活 動をする。

222 希望のつばさ H28.1.20 大分市大字皆春824番地の7 -
障害（児）者、高齢者に対して、障害者総合支援法、介護保険法に基づき、福祉の
増進に関す る事業を行い、社会福祉に寄与することを目的とする。

223 Ｃｈｅｒｉｍ　ｂｏａｔ H28.1.22
大分市今津留1丁目18番15
806号

http://cherimboat2014.
web.fc2.com/

聴覚障がい児・身体障がい児に対して、バイリンガル（日本手話及び日本語）並び
にバイカルチュラ ル（ろう文化と聴文化）教育の推進活動としてスポーツ活動に関
する事業、教育支援、研究活動、普及活動を行い、聴覚・身体障がい児の健全育
成を図る。また、情報を広く提供し、理解を広げることで、一般市民と聴覚障が い
者等との交流を推進し、平等な社会形成の増進に寄与することを目的とする。

224
大分県学生交流等協力支援協
会

H28.2.18 大分市城崎町２丁目１番２号
https://oitagakusei-
net.amebaownd.com/

地方創生の時代における大分県の今後の発展に寄与すべく、大分県出身者を中
心とする大学生に対して、その交流の組織化の支援、交流拠点の整備の促進及
びこれら大学生を対象とした講演会、研修、就職相談会、就職説明会等の企画、
実施に関する事業を行うことにより、これら大学生の交流、相互啓発等の促進に
寄与することを目的とする。

225 ＨＵＧＫＵＭＵ H28.3.1 大分市東大道1丁目6番24号
http://hugkumu.on.omis
enomikata.jp/

在宅の障害のある方で、外で働く意志を持ちながらもその場所や機会のない方
や、各種サービスを受けていない方などが利用する作業所等を運営し、障害者の
福祉的就労の場を提供することにより社会参加を促進し、福祉の増進に寄与する
ことを目的とする。

226 セイカ H28.4.27
大分市弁天２丁目２番３３号
１０１号室

-

地域住民に対して、買い物難民の問題や住民のコミュニケーション不足による
様々な問題を解決すべく、地域住民の支援対策として各地区の住民が運営する
仮称「村の駅」の設立を目指し、さらに運営や管理をサポートし、地域住民の安
心、安全なくらしに寄与することを目的とする。また、県内の物産品を全国的に拡
販するため、県内生産者や加工業者に対して、農産物等の新たな商品開発や販
路拡大を支援する活動も行っていく。

227 空き家サポートおおいた H28.6.14
大分市大字津留１９１１番地
１９

http://akiya-oita.com/

地域に居住する全ての人に対し、現在、大きな社会問題となっている長期間空き
家・空 き地で放置されているものや独り暮らしの高齢者、障害者等で家屋等の適
正な管理が困難なものの情 報収集および相談等を通して、それらの適正な維持
管理等を行うことを中心として、あんしん、あん ぜん、健全な地域社会づくりを支
援し、引いては地域経済の活性化に寄与する等地域社会に貢献する ことを目的
とする。



法人名 認証日 事務所所在地（定款上） ホームページ 活 動 目 的

228 ねこの糸 H28.6.20 大分市下郡１５１０番地の３８
http://www2.hp-
ez.com/hp/nekonoito/t
op

飼い主のいない猫を保護し新たな飼い主を探す活動を中心に行い、動物の適正
飼養の推進と生命尊重の情操教育を進め、ひいては人間と動物が共生できるま
ちづくりの推進及び環境の保全を図り、以て公益の増進に寄与することを目的と
する。

229 新日本 H29.1.11
大分市大字今市１０８４番地
１

-
環境の保全に寄与することを理念とし、自然環境の再生、里山の維持、河川環境
の保全を通して、地域の活性化及び社会教育並びに子どもの健全育成に貢献す
ることを目的とする

230 智楽フォーラム H29.3.1
大分市金池南２丁目１７番４
号

-

公共土木施設等の社会基盤を利用する市民及び社会基盤の整備を行う者に対し
て、社会 基盤整備の目的と効果の周知や担い手確保のための広報活動、地域
課題に関する研究などの活動、若 手・女性の活躍拡大や技術者育成のための活
動を行い、安全・安心な市民生活が確保される社会基盤 の整備と維持管理に寄
与することを目的とする。

231 大分福祉ネットワーク友輪会 H29.3.15
大分市富士見が丘西２丁目
５番６号

-
障がい者・高齢者及びその家族に対して、軽スポーツによる身体機能の維持と異
種障がい 者間の交流を行い、相談事業による障がい者自身とその家族の心理的
負担軽減を目的とする。

232 おおいた第九を歌う会 H29.4.10 大分市千代町2丁目1番23号
http://www.geishin.jp/g
roup/?action=edetail&id
=81

公募した合唱団を運営し、ベートーヴェン察色交響曲第九番の演奏会開催等の
芸術、文化の振興に関する事業を行い、音楽の普及を図りながら、芸術・文化の
香り高い潤いのあるまちづくりの推進と、音楽を通じての地域文化の振興に寄与
することを目的とする。

233 地域創生ＮＰＯおおいた H29.4.20
大分市髙松２丁目１番８号２
０１

-

教育・地域・安全・環境・食・文化に焦点をあて、困難な将来であろう少子高齢化
問題に突入するからこそ、現代の子ども達に、互いに双方生かしあうものの考え
方を養いながら、人と自然、又は地域との繋がりに対して、環境保全・文化及びス
ポーツ振興・大分県の食に関する事業を行い、ものの道理に適した道に推し進
め、皆が豊かで幸せな生活できる社会を目指し、故郷「おおいた」その地域社会の
振興に寄与することを目的とする。

234 ふるさと伝統文化協議会 H29.5.11
大分市金池町５丁目２番１９
号

-

地域の史跡や伝統文化の保存・継承・発展のため、子どもたちや、若者たちをは
じめ幅 広い世代の人々に対して、大分の歴史・文化の維持・保存及び普及・教育
に関する事業を行い、「有形無形の文化を後世に残し伝える事」に寄与することを
目的とする。

235 子育て応援レストラン H29.5.16 大分市三佐３丁目２番地１号
http://tonneru.com/np
o/

ひとり親家族を取り巻く環境の深刻化が子どもの成長過程に影響を与え、いじめ
にあっ ても核家族化により相談相手さえ見いだせずにいる子ども達に対して、地
域と私たちができる教育・ 子育て・食育・地域・安全・環境・防災に関する事業を
行うことによって、１人でも多くの笑顔をつ なぎ合わせ、大分県のその振興に寄与
することを目的とする。

236 大分県地酒・焼酎文化創造会議 H29.6.1
大分市府内町１丁目５番３－
２０５号

-

大分県産の清酒・焼酎と蔵の魅力を広く大分県民に周知し、地域内、県内での地
産地消を促進するとともに、清酒・焼酎をはじめとする大分県の豊かな食文化の
国内外への情報発信に関する事業を行うことにより、もって大分県の農業、工業、
商業、観光の振興を図ることを目的とする。

237 むぎの会 H29.6.1
大分市かたしま台１丁目１７
番地の１４８

-
主として大分県の児童養護施設、乳児院、保育所（以下、「児童養護施設等」とい
う）で生活する子ども達の自立を支援する事業を行い、もって次世代を担う子ども
達の健全な育成に寄与することを目的とする。


