認証法人一覧（令和2年4月1日現在）
法人ID

法人名

代表者名

住所

活動分野

目的

認証日

登記日

2 ケアセンター人人

植野 愛子

宇都宮市鶴田町２７７１

保健/医療/福祉、

この法人は、宇都宮市及びその近郊地域の福祉援助等を必要とする在宅高
齢者と障害者等に対して、非営利有償在宅福祉サービス、及び介護保険事
1999/04/07
業・障害者福祉サービス事業等行ない、もって地域の福祉の増進に寄与する
ことを目的とする。

4 あざみ会

松本 好弘

宇都宮市川俣町61番地3

保健/医療/福祉

この法人は、高齢者に対して、介護に関する事業及び予防介護に関する事
業を行うことにより、自立生活を支援し、地域社会に寄与することを目的とす
る。

1999/08/09

1999/08/20

5 いこい

小栗 聡子

宇都宮市下岡本町2115番地21

保健/医療/福祉、

この法人は、地域老人に対して、デイホーム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。

1999/09/08

1999/09/16

6 青少年の自立を支える会

星 俊彦

宇都宮市清住1丁目3番48号

保健/医療/福祉、

この法人は、義務教育終了後、または高校中退し、就労しないなど不安定な
生活をしている青少年に対して、自立に関する相談・援助事業を行い、児童
福祉に寄与することを目的とする。

1999/10/14

1999/10/26

10 とちぎ教育ネットワーク

芳村 寿美子

宇都宮市立伏町４６２番地５７

子どもの健全育成、

この法人は、栃木県内に居住する子ども達に対して、地域に根ざした教育支
援事業を行い、将来の日本を担う子ども達の健全育成を図ることを目的とす
る。

2000/02/10

2000/02/18

12 サン・大谷

三條 安子

宇都宮市田下町846番地2

この法人は、地域住民に対して、介護保険法に基づく多様な介護保険サービ
保健/医療/福祉、子どもの健全育成、社 ス事業を行い、又デイホーム等の福祉事業を行い、福祉の増進に寄与し、そ
2000/06/20
会教育、男女共同参画、
れを通して社会教育・男女共同参画社会の形成・子どもの健全育成等を推
進活動することを目的とする。

2000/06/27

13 たからぎ

白井 久子

宇都宮市宝木町1丁目2581番地11

保健/医療/福祉、

この法人は在宅介護家族への支援と高齢者と障害者に対して介護支援と生
きがい活動に関する事業を行い、地域の福祉の増進に寄与することを目的と 2000/07/07
する。

2000/07/19

16 にこにこ

菊地 理華

宇都宮市大通り３丁目５番１８号 宮リバーハイツ４０７

保健/医療/福祉、

この法人は、高齢者及び身障者に対して、在宅介護サービスに関する事業を
2000/09/20
行い、福祉社会の質的向上に寄与することを目的とする。

2000/10/04

17 倉詩舎

綱川 ミツ

宇都宮市上籠谷町1180番地

保健/医療/福祉、学術/文化等、

この法人は、地域の人々に対し、文化・芸術・スポーツ活動、講習会、ワーク
ショップ等の事業を行い、文化・芸術・スポーツの継承、振興することを目的と
2000/10/06
するとともに、高齢者に対し介護サービスを行い、福祉の増進に寄与すること
を目的とする。

2000/11/01

18 宇都宮子ども劇場

齋藤 裕子

宇都宮市

この法人は、宇都宮市民及び隣接する市町村の住民に対して、幼児、青少
保健/医療/福祉、子どもの健全育成、社
年、おとなを対象に、文化活動・社会活動の機会の拡充と振興を図ることに
会教育、学術/文化等、ＮＰＯ支援、
よって、子どもの豊かな成長に寄与することを目的とする。

2001/02/19

2001/02/21

2001/03/21

2001/04/11

1999/04/19

20 とちぎノーマライゼーション研究会

伊藤 勝規

宇都宮市若草１丁目１０番６号 とちぎ福祉プラザ

この法人は、栃木県民に対して、障害のある人もない人も共に生きる社会こ
そ普通の社会であるというノーマライゼーションの基本理念のもとにサポート
を必要とする時にはサポートの方法を、予測できることにはその備えを、それ
2001/03/12
保健/医療/福祉、まちづくり、環境保全、
ぞれの個性に沿って人生を楽しく明るく活き活きとしたものにし、すべての人
が不安なく人生を送れるようにノーマライゼーション情報を提供・発信し、地域
社会に寄与することを目的とする。

21 明徳会

近藤 亮

宇都宮市今泉町1506番地6

この法人は、地域住民に対して、児童福祉及び高齢者福祉に関する事業を
保健/医療/福祉、子どもの健全育成、男
行い、子どもの健全育成を図りつつ、保健・医療又は福祉の増進及び男女共 2001/03/28
女共同参画、
同参画社会の形成に寄与することを目的とする。

22 サポートネットワークみね

大根田 裕一

宇都宮市峰町300番地10番

保健/医療/福祉、

2001/04/26

2001/05/08

23 ウイメンズハウスとちぎ

中村 千惠子

宇都宮市若草１丁目１０番６号 とちぎ福祉プラザ２Ｆ

保健/医療/福祉、国際協力、子どもの健 この法人は、女性と子どもの人権を守り、男女共同参画社会の形成と福祉社
2001/07/31
全育成、人権/平和、男女共同参画、
会の実現に寄与することを目的とする。

2001/08/02

24 栃木県環境カウンセラー協会

塩山 房男

宇都宮市鶴田町３７番地３２

環境保全

この法人は、市民及び事業者に対して、環境改善等に関する事業を行い、環
2001/10/25
境保全に寄与することを目的とする。

2001/11/01

25 栃木県優良住宅協会

土瀬 公臣

宇都宮市泉が丘６丁目７番２号

保健/医療/福祉、社会教育

この法人は、高齢者に対して、生きがいづくりや介護予防、日常生活を支援
するとともに子育て世代の居住環境整備に関する事業を行い、福祉の増進と 2002/04/21
社会教育の推進を図る活動に寄与することを目的とする。

2002/06/06
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この法人は、高齢者に対して、福祉サービスの提供に関する事業を行ない、
保健、医療又は福祉の増進を図る活動に寄与することを目的とする。
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27 ルネサンス

近藤 徹

宇都宮市鶴田町683番地９ ムギショウビル3階宇都宮巡回診療所内

保健/医療/福祉、

この法人は、生きがいづくりの支援事業と生涯健康学習事業及び心と体の
保健活動を行い、福祉と健康予防の増進に寄与することを目的とする。

2002/07/30

2002/08/09

28 ほほえみネット

床井 章男

宇都宮市越戸3丁目2番30号

保健/医療/福祉、

この法人は、虚弱高齢者、独居高齢者及び生活に生きがいを失っている高
齢者が肉体的且つ精神的に健康で生きがいある生活を送るための情報と
サービスを提供し、活力ある高齢化社会の実現に寄与することを目的とす
る。

2002/09/03

2002/09/13

29 創豊倶楽部ビジネス支援協会

安藤 義孝

宇都宮市下戸祭1丁目5番9号 溝口ビル2階

まちづくり、社会教育、

この法人は、起業家及び企業・団体に対し経営に関する助言又は講習を行う
とともに、異業種交流などによるコーディネート事業をとおして、地場産業と商
2002/09/03
店街の活性化を図る活動を行い、すべての人々が豊かで暮らしよい地域社
会を作り出すことを目的とする。

2002/09/05

30 オオタカ保護基金

遠藤 孝一

宇都宮市塙田2丁目5番1号 共生ビル2階

まちづくり、環境保全、社会教育、

この法人は、オオタカをはじめとするワシタカ類の調査研究や生息環境の保
全活動を通じて、生態系の保全や環境保全型の社会の構築を推進し、もって 2002/09/01
社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

2002/09/25

31 ＷＩＮＰＥＡＣＥ

小島 大

宇都宮市

この法人は、国内においては、すべての人々に対して、諸団体等との連携や
インターネットの活用等により、経済活動等の支援活動を通し、次世代リー
保健/医療/福祉、まちづくり、国際協力、
ダーの育成・支援をすることで、社会の抱える諸問題の改善を図ることを目
社会教育、災害救援、
的とし、国外においては、各国における貧しい人々及び困っている人々に対
して、様々な支援・援助を行い、国際貢献に寄与することを目的とする。

2002/10/30

2002/11/07

33 日亜文化交流協会

坂田 眞啓

宇都宮市本町１０番１９号

この法人は，栃木県民をはじめとし，世界の子供から高齢者まで幅広い年齢
子どもの健全育成、学術/文化等、人権/ 層を対象に，世界にある多種多様な異文化を理解し，正義と秩序を基調とす
2003/04/23
平和、
る国際平和及び健全な経済発展と環境の保全を誠実に希求し，国際協力を
行うことを目的とする。

2003/09/07

34 障害者のための馬事普及協会

船田 元

宇都宮市平出町２７７７番地１

この法人は、心身に障害やストレスを持つ人たち（以下障害者等という）に、
馬と接する機会を提供するため、乗馬のレッスン・カウンセリング・騎乗に係
保健/医療/福祉、子どもの健全育成、社
わる指導者の養成・障害者等の乗馬に関するイベントの開催などの事業を行 2003/05/19
会教育、
い、また農作業を通して障害者等の健康や暮らしの向上を図ることを目的と
する。

2003/05/30

2003/06/12

35 自然大好き e-街づくり

湯澤 敦史

宇都宮市駒生町１８３７番地１

まちづくり、環境保全、子どもの健全育
成、社会教育、ＮＰＯ支援、

この法人は、「街づくりは人づくりから」という観点から自然環境に恵まれなが
ら栃木県に暮らす主に青少年と共に、自然のすばらしさを再確認するため、
子ども樹木博士育成のための県内推進活動並びに海や船に関する知識や
技術を学ぶ機会を提供し、次代を担う青少年の健全育成と、自然環境にやさ
2003/05/16
しい街づくりを推進する。
空洞化や高齢化の進行する都市においては、高齢者や障害者にも安全で
快適な個性ある、都市住宅のコーディネートと暮らしやすい地域コミュニティ
の再生構築を目指す。
さらに協同立替えなどの再開発事業、土地の有効活用

43 ITアットうつのみや

平澤 典雄

宇都宮市明保野町５番地８ サンダービル １Ｆ

まちづくり、国際協力、子どもの健全育
成、社会教育、情報化社会の発展、

この法人は、宇都宮市および周辺地域住民を対象として、自らも楽しみなが
ら、市民の期待に応え、明るく楽しく気軽に勉強できるIT環境とその機会を提
供し、広く社会への貢献を目的とする。

2003/09/24

2003/09/29

2003/11/18

45 飛山城跡愛護会

菊池 孝治

宇都宮市竹下町３８０番地１

まちづくり、社会教育、学術/文化等、

この法人は、宇都宮市民を始め県民に対して「飛山城跡及び周辺文化財・伝
統芸能」について情報を発信し、イベントや愛護活動を通して文化財等を確
2003/10/31
認し、保護の重要性を認識してもらい、「飛山城跡及び飛山周辺の文化財・
伝統芸能」を後世に引き継ぎ、城跡を拠点とした文化の香り高い町づくりに寄
与することを目的とする。

46 マロニエハウス会

小林 利之

宇都宮市大曽二丁目７番１５号

保健/医療/福祉、

この法人は、在宅重度心身障害児・者に対して、心身機能の維持向上及び
2004/03/01
家族介護の負担軽減を図ると共に、地域の実体に即した心身障害児・者の
福祉対策事業を行い、自立や社会参加の推進に寄与することを目的とする。

2004/03/12

50 ピュアライフ

名畑目恵子

宇都宮市一条４丁目５番２８号

保健/医療/福祉、ＮＰＯ支援、

この法人は、高齢者や障害者に対して、生きがいづくりの支援事業と居住環
境整備に関する事業を行い、すべての人が健やかに暮らせる、地域づくりに
寄与することを目的とする。

2004/06/09
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52 チャイルドラインとちぎ

松江 比佐子

宇都宮市弥生１丁目６番３号

この法人は、悩みをもつ子どもたちの声を受けとめ、自立を助けるヘルプラ
保健/医療/福祉、子どもの健全育成、社
イン「子どものための電話」に関する事業を行い、子どもの健全な成長に寄与 2004/05/18
会教育、人権/平和、
することを目的とする。

2004/06/07

55 介護福祉センターサニーハート

中原

淳

宇都宮市東宝木町５番２６号

保健/医療/福祉、

この法人は、高齢者とその家族に対し、介護保険法に基づく高齢者福祉サー
ビス事業を行うとともに、介護に関する講演会、研修会の企画運営事業、障
2004/10/01
害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業及び、福祉タクシー事業を
行い、地域の福祉に寄与することを目的とする。

2004/10/05

57 くるみの会音楽振興会

川名

悟

宇都宮市雀の宮４丁目２４番４号

子どもの健全育成、学術/文化等、

この法人は、県民に対して、音楽芸術に関する事業を行い、県民の情操を高
2004/10/21
めることに寄与することを目的とする。

2004/11/02

この法人は、高齢者等の介護予防を必要とする方に、健全で快適な生活を
継続的に自力で行うためのプラン提案を行うことにより、高齢者等が住み心
地の良い街づくりを行い、活力ある高齢者世代の創生に寄与することを目的
2004/10/21
とする。又、地域住民に対するカルチャー教室の開催、地域内におけるカル
チャー作品の展示即売会を実施することにより、地域への芸術文化の浸透を
図り、活力ある地域社会の発展に寄与することを目的とする。

2004/11/02

58 ライフデザイン研究所

堀 清彦

宇都宮市江曽島４丁目２２５番地７

保健/医療/福祉、まちづくり、学術/文化
等、

59 ヒューマンサポートアソシエーション

堀江 正敏

宇都宮市元今泉７丁目３番１号

保健/医療/福祉、

この法人は、国内外を問わず、交通事故、並びに疾病、戦争などによる下
肢切断者を対象に、安価で装着の容易な簡易義足を無料あるいは調整料の
2004/11/05
みで提供すると共に、簡易義足の普及を図り、以て、人々が豊かにくらせる
社会を創造することを目的とする。

2004/11/26

62 アディクションサポートセンターとちぎ

井澤 賢二

宇都宮市大曽２丁目２番１４号

保健/医療/福祉、子どもの健全育成、

この法人は、薬物依存症者とその家族に対して、地域に根ざした回復支援事
業を行うと共に、地域の人々に対し、薬物依存症に関する普及啓発事業を行
2005/01/20
い、すべての人々が健やかに暮らせる地域づくりに寄与することを目的とす
る。

2005/02/03

63 自然学校森の寺子屋

相馬 啓二

宇都宮市上田原町９５２番地７２

環境保全、子どもの健全育成、社会教
育、学術/文化等、

この法人は、広く県内外の人々を対象に、自然体験活動・環境活動を通し
て、自己啓発を促し、野外教育の充実とともに、青少年等の健全育成に寄与 2005/03/30
することを目的とする。

2005/04/11

67 栃木県カウンセリング協会

丸山 隆

宇都宮市鶴田２丁目１番８号

この法人は栃木県民に対してカウンセリング思想の普及を図るとともに、カ
子どもの健全育成、社会教育、学術/文化
ウンセリング理論・技能の向上を図る諸事業を行い、県民の福祉の向上に寄 2005/05/31
等、
与することを目的とする。

2005/06/09

68 グラウンドワーク西鬼怒

水谷 正一

宇都宮市白沢町２４１１番地

この法人は、子供から高齢者まで幅広い年齢層を対象に、河内町グラウン
ドワーク活動センター等を拠点とした環境に関する教育・研究・調査及び施設
まちづくり、環境保全、子どもの健全育
管理事業を行うとともに、住民・企業・行政が一体となった地域の環境改善活 2005/06/02
成、社会教育、学術/文化等、ＮＰＯ支援、
動や都市と農村の交流に関する事業を行い、地域の良好な自然環境の保全
及び活性化に寄与することを目的とする。

2005/06/10

宇都宮市平松町５２５番地

この法人は不登校やひきこもりの子ども達をはじめとして、様々な悩みや問
題を抱えている青年、及びハンディキャップのある人や高齢者などあらゆる
子どもの健全育成、社会教育、経済活動 世代の人々に対して、市民の協同による学びの環境づくりを支援し、次代を
の活性化、職能/雇用、
担う青少年達の健全育成、社会的及び経済的自立の支援、また、ハンディ
キャップのある人や高齢者の知的向上の支援を図り、生涯学習社会実現に
向けた環境づくりに貢献することを目的とする。

2005/06/28

2005/07/07

宇都宮市双葉一丁目１１番２５号

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建築
技術のエコロジーに関する分野で、関係機関や関係団体と連絡・協調を図り
つつ、調査研究及び教育普及や情報発信活動を行う。また不特定多数の市
まちづくり、環境保全、国際協力、社会教 民・団体等を対象に、建築物のエコロジーや耐震性に関する品質の診断、及
2005/07/26
育、
び補修補強に関する助言を行うとともに設計図書の作成や工事指導等の支
援・協力を通して建築界のエコロジー技術の高揚、建築物の品質向上、次世
代人材の育成を推進し、もって健全な街づくりから地球環境の保全、国際協
力等の公益の増進に寄与することを目的と

2005/08/03

宇都宮市平松町５６１番地

保健/医療/福祉、まちづくり、環境保全、
地域安全、国際協力、子どもの健全育
この法人は、宇都宮市の市民活動活性化に関する事業、および行政、営利
成、社会教育、学術/文化等、災害救援、
団体、市民活動団体がそれぞれの特性を活かして協働するための事業を行
2005/08/26
人権/平和、男女共同参画、情報化社会
い、「市民の手による、市民のためのまちづくりの実現」に寄与することを目
の発展、科学技術の振興、経済活動の活
的とする。
性化、職能/雇用、消費者保護、ＮＰＯ支
援、

2005/09/07

69 とちぎ生涯学習研究会

70 栃木エコロジー設計協会

71 宇都宮まちづくり市民工房

松本 隆平

青木 格次

陣内 雄次
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72 介護タクシー宇都宮

野澤 忠

宇都宮市下栗町７６５番地

保健/医療/福祉、

この法人は、高齢者及び障害者に対して、福祉輸送サービスに関する事業を
2005/09/28
行い福祉に貢献、寄与することを目的とする。

2005/10/06

73 ミルクの国基金

礒 純一

宇都宮市新町２丁目７番１６号

環境保全、子どもの健全育成、

この法人は、牛乳等への協賛広告の掲載事業をもとに、子どもの健全育成
や環境教育に関わる活動を行っている団体に対する支援活動を行うととも
に、ホームページや各種イベント、講演会などを通じて広く一般に子どもをめ 2005/09/20
ぐる問題や地球環境問題に対する情報の提供を行うことによって、未来を築
く子どもたちの健全な育成に寄与することを目的とする。

2005/09/21

74 国際青少年健全育成基金

茂櫛

宇都宮市氷室町１０４２番地２３

まちづくり、国際協力、子どもの健全育
成、

この法人は、世界の青少年あるいはその国の人々に対して、青少年健全育
成施設をつくるための支援活動・セミナー活動などを行い、各国との青少年
2005/09/20
健全育成の連携を広げ、青少年の健全育成の促進及びよりよいまちづくりの
推進に寄与することを目的とする。

2005/11/25

この法人は、高齢者等の介護予防を必要とする方に、健全で快適な生活を
継続的に自力で行うための生きがい作りを図り、身体機能の維持につながる
運動、食生活の改善につながる提案を実施することにより、活力ある高齢者
世代の創生に寄与することを目的とする。又、地域住民に対するカルチャー 2005/11/25
教室を常設し、世代を超えた交流の場とすることを図り、出張カルャー教室、
作品の展示即売会の開催により地域の芸術文化の浸透、活力ある地域社会
の発展に寄与することを目的とする。

2005/12/08

勉

76 ほっとらいふ

田中 眞知子

宇都宮市御幸本町４６８１番地２

保健/医療/福祉、まちづくり、学術/文化
等、

78 大谷石研究会

塩田 潔

宇都宮市

この法人は、栃木県宇都宮市大谷地区を原産地とする凝灰岩「大谷石」の
まちづくり、環境保全、地域安全、国際協 有効活用と地域資源化、並びに当該地域の活性化及び環境改善を図るとと
力、社会教育、学術/文化等、経済活動の もに、歴史と伝統に育まれた大谷石文化の研究、発掘、継承、普及に取り組 2005/12/12
活性化、ＮＰＯ支援、
み、国内外に向けてその活動の輪を広げ、これらの活動を通じて宇都宮のま
ちづくりに貢献することを目的とする。

2005/12/26

80 コデランネきよはら

山口 勲

宇都宮市上籠谷町３４８９番地４

保健/医療/福祉、社会教育、

この法人は、高齢者及び社会的弱者を主に地域住民に対して住み慣れた
地域社会で、いつまでも健康で安心して生きがいをもった生活を送ることがで
きるための健康、介護予防、生活支援等の情報とサービスを提供し、高齢期 2006/02/14
においても尚、生きがいを持って自己決定による自己実現を果たせる地域社
会の実現と地域福祉づくりに寄与することを目的とする。

2006/02/20

81 グリーン・クラブ

木村 利信

宇都宮市平松本町８０５番地５５

この法人は、県民と地域の自然との共生を考え、緑化事業を中心とした活動
まちづくり、環境保全、地域安全、社会教
を行い、又、高齢者や町の空洞化、ニート問題など、仕事を必要とする住民
育、経済活動の活性化、職能/雇用、ＮＰ
に対しての、雇用の場の創出及び職業能力技術の支援等を行うことにより、
Ｏ支援、
地域社会の活性化と地域の町づくりの発展に寄与することを目的とする。

2006/04/07

2006/04/18

82 日本樹木育成研究会

青山 金典

宇都宮市

この法人は、一般社会に対して森林等の造成・維持管理技術、樹木の診断・
治療活動、街路樹や公園等の維持管理を行うことを通して、緑の大切さを啓
まちづくり、環境保全、社会教育、科学技
発し、環境緑化の教育・促進活動を行う。さらに、街路樹・都市公園林・巨樹・ 2006/04/13
術の振興、
巨木・名木・庭木等の健全な発育を促すことにより、緑を保全し緑に囲まれた
地域社会の構築と地球温暖化防止等に寄与することを目的とする。

2006/04/20

84 みどり

渡邉 七美

宇都宮市大和２丁目１２番５０号

保健/医療/福祉、職能/雇用

この法人は、地域で生活する障がい者とその家族等に対して、障がい者の地
域活動や自立・就労等を支援する事業を行い、創作活動や生産活動の機会
の提供と、地域住民への啓蒙活動等社会交流の促進を図り、障がいの有無 2006/05/22
に関わらず、ごく普通の地域生活を営むことのできる地域づくりに寄与するこ
とを目的とする。

2006/05/26

宇都宮市岩曽町１３６４番地６

この法人は、精神およびその他の障害者に対して、日常生活や文化活動お
よび職業活動さらには国際協力や環境福祉等の社会貢献活動を通して、
個々人の特性を尊重した自立支援事業を行い、障害者の社会参加を支援す
保健/医療/福祉、まちづくり、環境保全、
る。また、地域社会に対して、障害者のみならず、高齢者や児童、さらには滞
2006/06/02
国際協力、社会教育、学術/文化等、人権
日外国人等、社会的弱者の人権への理解を広く普及啓発する事業を行い、
/平和、職能/雇用、
地域の福祉文化を醸成し、障害者が参加しやすい地域社会づくりを目指す。
これらの事業を通して、すべての人々が共生できる、国際社会にも開かれた
福祉社会、多文化共生社会の実現に寄与するこ

2006/06/05

85 自由空間ポー

本郷 秀崇
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86 菜の花街道

荒井 俊典

宇都宮市上籠谷町３６０９番地１

環境保全、国際協力、社会教育、学術/文 この法人は、フリーター、ニート及び新しい人生を考えている方々に、菜の花
化等、経済活動の活性化、職能/雇用、Ｎ 事業、自然環境の保全、外国との交流等のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動、社会貢献の機会
ＰＯ支援、
を与え、心豊かな社会人の育成に寄与することを目的とする。

2006/06/15

2006/06/16

88 みや福祉医療ネット

稲葉 成夫

宇都宮市城南３丁目７番２号

この法人は、アジアの高齢者及び障害者に対して、医療並びに社会福祉の
保健/医療/福祉、国際協力、ＮＰＯ支援、 援助に関する事業を行い、保健、医療の増進を図り、国際貢献することを目
的とする。

2006/06/26

2006/06/28

宇都宮市清原台４丁目５番３４号

この法人は、日本及びベトナムを中心とした東南アジア地域に在住または所
在する個人、法人並びに教育機関等に対して、日本の工業技術の提供及び
まちづくり、国際協力、学術/文化等、情報
それによるベトナムを中心とした東南アジア地域の人材の育成、日本の中小
2006/08/18
化社会の発展、経済活動の活性化、職能
企業のベトナムへの進出に関する相談及びサポートに関する事業を行い、日
/雇用、ＮＰＯ支援、
本とベトナムを中心とした東南アジア地域の産業及び経済を中心とした交流
の発展に寄与することを目的とする。

2006/10/18

宇都宮市小幡２丁目４番５号

この法人は、広く一般社会に対して、住まいの構造・維持管理に関する設計・
施工、不動産の鑑定評価及び許認可申請、登記、税務手続き等に関する事
業を行うとともに、住環境を取り巻く問題について調査・分析・改善提案等を
保健/医療/福祉、まちづくり、環境保全、
2006/08/21
行う。さらに、これらに関する情報発信活動やコンサルティングを行うことに
科学技術の振興、消費者保護、
よって、建物の品質向上、不動産取引の安全性の向上、健康被害の抑制及
び地球環境への配慮を図り、もって人々が安全で安心して暮らせる快適な住
まいづくり・住環境づくりの実現に寄与することを目的とする。

2006/08/23

2006/08/24

2006/08/25

この法人は、精神障害者とその家族に対して、地域に根ざした福祉サービス
に関する事業及び地域活動支援センター事業を行うと共に、地域の人々に
対し、精神障害者に関する普及啓発事業を行う。社会復帰を促進するための 2006/08/30
作業訓練・就労援助を行い、日常生活においての生活訓練等を通して、社会
的自立の機会を獲得する事に寄与することを目的とする。

2006/09/07

89 日越交流協会

90 住まいのセーフティネット

岡田 明彦

小岩 圭一

91 宇都宮国際障がい者乗馬協会

大関 典子

宇都宮市平出町２７８５番地

この法人は、障害を持つ人（以下、障がい者）に対して、ＲＤＡ宇都宮の理念
に基づき、馬を介在として障がい者に障害の程度に応じてふさわしいサービ
保健/医療/福祉、社会教育、学術/文化
スの提供体制を確保し、障がい者がその有する能力に応じ自立した日常生
等、人権/平和、経済活動の活性化、職能
活を営むことができるようにするため「障害者自立支援法」及びその他の法
/雇用、
令の趣旨にしたがい障がい者にサービスを提供する事業を行い、障がい者
の自立・就労・健康及び生活の向上に寄与することを目的とする。

92 ひまわり

田代 美希

宇都宮市陽南３丁目５番１９号

保健/医療/福祉、職能/雇用、

宇都宮市西川田町３９番地３

この法人は、全ての人々に対して、ホリスティックに心と体をケアするリラク
ゼーションケアの知識・技術および情報に関する事業を行い、これらを調査・
研究し広く社会に普及啓発することで全ての人が精神的・肉体的なストレス
保健/医療/福祉、災害救援、職能/雇用、 から解放され、健やかに豊かに暮らせる社会作りと福祉・健康作りへの増進
に寄与すること、およびこれらを正しく普及啓発できる人材を育成・認定する
ことで起業支援・雇用機会の拡大を図りボランティア活動の場を広げ地域社
会に貢献することに寄与することを目的とする。

2006/09/08

2006/09/15

宇都宮市豊郷台２丁目３５番地６

この法人は、障がいのある人（以下、障がい者）のくらしに強い関心を有する
会員相互の協力により、障がい者の福祉・医療・教育・労働に関する幅広い
保健/医療/福祉、子どもの健全育成、社 分野で、調査研究および啓発活動を行うと共に、不特定多数の市民・団体等
2006/09/13
会教育、人権/平和、
を対象に助言、又は支援・協力を行い、障がい者を取り巻く環境の向上、障
がい者福祉の推進、次世代人材の育成を推進し、もって障がい者の豊かな
生活や健全なまちづくりなどの公益の増進に寄与することを目的とする。

2006/09/22

2006/4/28

この法人は、身体障害者補助犬の育成、調査・研究、使用指導等及び啓蒙、
啓発活動、そして人と犬とが、より絆を深めるための訓練・しつけ事業及び動
2006/10/04
物介在活動に関する事業を行うことによって社会福祉に寄与する事を目的と
する。

2006/10/18

93 日本リラクゼーションケア協会

94 障がい者福祉推進ネットちえのわ

西澤 泰子

池本 喜代正

95 日本カウンセリング心理学協会

新田 豊

宇都宮市今泉町２０２番地

この法人は，心理的な支援が必要な子供，高齢者，そのほかの人たちに対し
て，法人に来られる方々が安心して，自分を表現でき，自分の問題を吟味
保健/医療/福祉，社会教育，学術/文化
し，自分の意志決定していくのを許し，恐怖感のない，暖かい自由な雰囲気
等，災害救援，地域安全，国際協力、子ど
2006/9/14
をもち，暖かい信頼に満ちた関係で出来るカウンセリング心理学に関する事
もの健全育成，前各号に掲げる活動に準
業を行い，全ての人々が穏やかに暮らせる地域社会を支援すると共に，被害
ずる活動
者宅近辺及び地域のパトロールを行い，安全な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。

98 栃木補助犬協会

尾崎 史郎

宇都宮市駒生町１１２０番地１０

保健/医療/福祉、社会教育、
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加藤 佳子

宇都宮市戸祭町２１１８番地

この法人は、宇都宮市に居住する知的障害児者に、社会・経済・文化・その
保健/医療/福祉、まちづくり、人権/平和、 他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるとともに、地域において
職能/雇用、
必要な福祉サービスが総合的に提供され、地域で安心して暮らせるために
活動することを目的とする。

2006/10/06

2006/10/13

101 国際外交機構

荒井 滄

宇都宮市川俣町６６番地３

学術/文化等、'国際協力、ＮＰＯ支援、、
環境保全

この法人は、海外に住む日本人と地域に住む外国人を援助支援し、安心し
て海外移住、海外旅行及び外国人が差別を受けず、また日本人が海外で差
別を受けず、人種、国籍を越え仲良く国際交流ができ助け合える事に関する
事業を行い、全ての人々が穏やかに暮らせる地域社会づくりのため自然環
境を保全する事業を行い国際交流に寄与することを目的とする。

2007/02/28

2007/03/13

103 ほっとスペース・ひだまり

渡辺 こずえ

宇都宮市東峰町３１０１番地６０

保健/医療/福祉、環境保全、職能/雇用、

この法人は、精神障害者その他支援を必要とする者に対して、安心・安らぎ、
仲間などを得ることができるよう支援を行う。また地域社会において自主性・
2007/03/07
自立心及び自尊心を取り戻し、障害を持っても誰もが地域で安心して生活す
ることができる共生社会づくりに貢献する。

2007/03/20

2007/03/20

99 宇都宮市知的障害者育成会

104 チャレンジド・コミュニティ

金井 光一

宇都宮市花房二丁目８番６号

この法人は、さまざまなハンディキャップを持つ人々及び彼らとともに生きる
人々を対象として、発達支援・就労支援等を推進し、彼らが自立し安心して生
保健/医療/福祉、まちづくり、子どもの健
活できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
2007/03/08
全育成、人権/平和、職能/雇用、ＮＰＯ支
この目的を達成するために自立（社会生活・就労活動の支援）、参加（地域社
援、
会での活動制限と参加制約の除去）及び協働（社会資源の創造とネットワー
クの実現）を基本指針とする。

105 錬武会とちぎ

福田 良一

宇都宮市簗瀬１丁目３番１３号

子どもの健全育成、学術/文化等、

この法人は、空手道を通じて心身共に健全なる青少年を育成すると共に空
手道の普及、発展を目的とする。

2007/03/19

2007/03/26

2007/05/01

108 きんもくせい

荒川三知子

宇都宮市針ヶ谷１丁目２８番１２号

保健/医療/福祉、

この法人は、ひとり暮らしの高齢者、健康を害している高齢者及び地域の高
齢者を対象に、肉体的、精神的にいつまでも健康で、生きがいを持って暮ら
す為の情報と介護、介護予防、移送サービスの提供及び生活、健康に関す
2007/04/18
る相談、高齢者の住まいについてのサービスを提供し、住み慣れた地域社会
で安心、安全に日常生活をおくることが出来る地域社会の実現に寄与するこ
とを目的とする。

109 みずほの

坂本 保夫

宇都宮市東木代町697番地

環境保全、子どもの健全育成、社会教
育、

この法人は、瑞穂野地区で活躍する各種団体の豊かな情報や技術、人材を
生かし、地域住民をはじめ広く宇都宮市民、栃木県民に対して、まちづくり、
健康づくり、生きがいづくり、自然環境の保全、子どもの健全育成に関する事 2007/04/23
業等を行うことによって、地域の活性化を図り、明るく豊かなまちづくりに寄与
することを目的とする。

2007/05/10

111 とちぎケアマネジャー協会

大山 典昭

宇都宮市若草１丁目１０番６号

保健/医療/福祉、ＮＰＯ支援、

この法人は、栃木県内の介護支援専門員の職業倫理の向上、専門的教育
及び研究を通してその資質の向上を図るとともに、県民に対し、介護保険に
関する知識・情報の普及に関する事業を行い、県民の保健・医療・福祉の増
進に寄与し、利用者本位のサービスの実現に寄与することを目的とする。

2007/05/22

2007/05/22

113 ハッピーケアライフ

川上美佐子

宇都宮市西川田３丁目２３番１４号

保健/医療/福祉、

この法人は、在宅で介護が必要な高齢者やその家族、その他支援を必要と
している人々に対して、地域に根ざした介護サービス事業を行うと共に、地域
2007/07/20
の人々通しで支えあう、助け合い事業を展開し、すべての人々が健やかに暮
らせる地域社会づくりと介護・福祉の増進に寄与することを目的とする。

2007/07/31

117 エコロジー推進センター

金子 啓一

宇都宮市徳次郎町２２２９番地５

この法人は、県民をはじめとするすべての人々に対して、環境保全及び文化
保存、伝承、エコライフ及びバリヤフリー、等を推進し障害者及び高齢者、そ
保健/医療/福祉、環境保全、子どもの健
の他の人達が差別無く、健康的、安全かつ衛生的な環境で気持ちのよい生
全育成、社会教育、学術/文化等、
活を送れるように支援すると共に、子供達のスポーツ育成事業をおこない、
全ての人々が穏やかに暮らせる地域づくりに寄与することを目的とする。

2007/10/24

2007/10/29

2008/03/05

2008/03/14

この法人は、市民及び事業者に対し、良好な地域環境の確保と地球環境保
全に関する意識の高揚・保全活動に係る事業を行い、「環境都市うつのみ
や」の実現に寄与することを目的とする。

2008/03/21

2008/04/01

118 文化の扉

原 直子

宇都宮市花園町１２番５号２階

この法人は、文化や芸術に興味を持つ全ての者に対して、学術、文化、芸術
の振興、まちづくりの推進、子どもの健全育成を図る、または災害救援のた
めのコンサート事業、若手・新・未来の文化人または芸術家育成事業、文化
まちづくり、子どもの健全育成、学術/文化等、災害救援、人権/平和、
振興に寄与するための講演会や研修会の企画運営事業を行い、文化芸術
の生かされた街作り、子供の教育や健全育成、災害救援活動、そして地域
の文化芸術の環境向上に寄与することを目的とする。

120 うつのみや環境行動フォーラム

三宅 徹治

宇都宮市今宮１丁目１番２１号

まちづくり、環境保全、社会教育、ＮＰＯ支援、
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121 すいて

入江 薑子

宇都宮市不動前２丁目２番５３号 株式会社入江電機商会内

保健/医療/福祉、

この法人は、不幸にして障害をもってしまった方及びその福祉施設に対して、
またその家族に対し、相談、介助等のボランティア活動及び障害者が一人で
2008/03/25
自立出来る様な支援を側面より援助する事業を行い、障害を持ってしまった
方であっても穏かに安心して暮らせる社会作りに寄与することを目的とする。

2008/03/27

122 栃木ＤＡＲＣ

栗坪 千明

宇都宮市大曽２丁目２番１４号 形松ビル３階

保健/医療/福祉、子どもの健全育成、
人権/平和、職能/雇用、

この法人は、薬物依存症者とその家族に対して、薬物依存症からの、地域に
根ざした回復支援事業を行うと共に、地域の人々に対し、薬物依存症に関す
2008/05/20
る普及啓発事業を行い、県内及びすべての人々が健やかに暮らせる地域づ
くりに寄与することを目的とする。

2008/05/28

124 スリムアース

柏淵 匡仁

宇都宮市下小池町６８８番地

この法人は、健康的で快適な生活を望む全ての人々に対して、地域に根ざし
環境保全、子どもの健全育成、経済活動
て環境を保全し、美化する事業を行い、全ての人々の生活が健康で安全なも 2008/07/14
の活性化、
のとなることに寄与することを目的とする。

2008/08/5

宇都宮市富士見が丘２丁目１７番９号

（１）この法人は、現代の子育て環境において不安や戸惑いを抱えている家
族に対して、地域に根ざした温かいつながりの場づくりや居場所づくり等の支
援事業を行い、子供の健全育成とまちづくりの推進に寄与することを目的と
まちづくり、子どもの健全育成、男女共同 する。
参画、情報化社会の発展、経済活動の活 （２）この法人は、さまざまな場で培った経験や、技術などを持つ人々に対し、 2008/08/19
性化、職能/雇用、ＮＰＯ支援、
年齢や性別に左右されることなく、個人の能力が評価され生かされる雇用機
会を創出するための事業を行い、活気ある人づくりと経済的に自立した自己
の実現を促すことで地域社会に寄与するとともに、その事業によって地域の
人々のくらしやさま

2008/8/22

宇都宮市昭和２丁目３番５号

保健/医療/福祉、まちづくり、環境保全、
国際協力、子どもの健全育成、社会教
育、学術/文化等、人権/平和、男女共同
参画、情報化社会の発展、経済活動の活
性化、職能/雇用、消費者保護、ＮＰＯ支
援、

この法人は、働き方や仕事というキーワードを通して地域の多様な主体の交
流と連携を促進する事業を行い、社会的な起業やコミュニティ・ビジネスの支
援に関する活動を行うことによって、さまざまな主体が協働して地域に対して 2008/08/19
よりよい働きかけができる環境づくりを行い、もって、持続可能な地域づくりに
貢献することを目的とする。

2008/08/20

この法人は、正しい食に関する知識を必要とする者や、「食育」について学び
たいという者に対して、「栃木県フードマイスター制度」という「食」について正
しい知識を有する者を養成する制度を創設し、栃木県の農水産品の正しい
まちづくり、環境保全、子どもの健全育
知識、さらには食材全般の安全性、栄養性、文化などを正しく理解した者を
2008/08/19
成、社会教育、学術/文化等、経済活動の
養成し、「食育」を正しい形で発展させていくことで、栃木県民全体が健康的
活性化、消費者保護、ＮＰＯ支援、
で「食」に関して正しい知識を有する県民となり、「食」を通じて栃木県の風土・
歴史・文化などを学び、全ての産業の連携の強化、及び観光客に対するおも
てなしの向上を実現さ

2008/09/12

126 ウィズ

127 もうひとつの働き方ネットワーク

池田 静枝

荻野 夏子

128 栃木県フードマイスター協会

宇田 靖

宇都宮市平出町３５７９番地

130 宇都宮市国際交流協会

臼井 佳子

まちづくり、環境保全、国際協力、子ども
宇都宮市馬場通り４丁目１番１号 うつのみや表参道スクエア５階宇都宮市国
の健全育成、社会教育、人権/平和、ＮＰ
際交流プラザ内
Ｏ支援、

131 YKC

吉澤 慶輔

宇都宮市桜１丁目６番１号

133 日本指書道振興協会

唐沢 岳夫

134 栃惑プレジデンツ

横山 寛

宇都宮市上籠谷町３６０９番地１

宇都宮市陽東１丁目８番２７号

この法人は、市民を主体とした幅広い分野における国際交流・多文化共生を
推進し、相互理解と友好親善に努め、宇都宮市の国際化と世界平和に貢献
することを目的とする。

2008/08/21

2008/09/01

まちづくり、環境保全、地域安全、国際協
力、子どもの健全育成、社会教育、災害
救援、人権/平和、男女共同参画、情報化
社会の発展、経済活動の活性化、職能/
雇用、ＮＰＯ支援、

この法人は、県民をはじめとするすべての人々に対して、子どもたちの周りを
取り巻く環境の大切さを訴え、教育を受けることのできない国々へは教育の
受けられる環境を、地域社会には安全に夢を持って生活ができる環境を整え 2008/09/03
ることで、すべての人々が未来に希望を持てる社会作りに寄与することを目
的とする。

2008/09/11

国際協力、子どもの健全育成、社会教
育、学術/文化等、

この法人は青少年の心の砂漠化が拡大されつつある現状に鑑み、これを防
止するため、中国伝統文化の指書道の振興普及を計ると共に教育の原点の 2009/04/23
一つである中国古典を教材として、青少年の健全な育成に寄与する。

2009/05/20

この法人は、栃木県内および近隣県の青少年・中高年齢者に対して、生涯に
わたってラグビーを楽しむ機会を提供し、ラグビーを通じての生涯スポーツの
保健/医療/福祉、国際協力、子どもの健 実践と啓蒙を行うとともに、青少年へのラグビーの普及活動、その他のボラ
2009/04/23
全育成、学術/文化等
ンティア活動を行うことにより、スポーツの振興と保健の増進に寄与し、高齢
者に対しては介護事業等をもって健康で文化的な長寿社会の構築に資する
ことを目的とする。

2009/06/9
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135 栃木スポーツコミッション

荒井 学

136 とちぎグリーンエージェント

坂内 剛至

137 KHJとちぎベリー会

齋藤 三枝子

138 宇都宮まちづくり推進機構

須賀 英之

139 関東２００年住宅再生ネットワーク機構

鈴木 榮一

141 ジャパンカップサイクルロードレース協会

笹野 賢治

142 高齢者・障害者雇用促進を支援する会

星野 光章

143 スペシャルオリンピックス日本・栃木

高久 和男

宇都宮市塙田２丁目１番６号 You’sビル２階

宇都宮市大曽１丁目１番２６号

宇都宮市

宇都宮市中央３丁目１番４号栃木県産業会館２階

まちづくり、環境保全、地域安全、子ども
の健全育成、社会教育、学術/文化等

この法人は，県民をはじめとするすべての人々に対して，地域に根ざしたサ
イクルスポーツ事業を行うと共に，サイクルスポーツの普及，自転車を活用し
2009/04/21
た都市整備への提言，自転車を通した地域活性化などを行い，健康的な環
境に優しい地域づくりに寄与することを目的とする。

2009/04/22

この法人は、栃木の豊かな自然環境を活用し、教育、環境、福祉といった分
保健/医療/福祉、まちづくり、環境保全、
野の事業を展開することにより、子どもから大人まで全ての人々の健全育成
子どもの健全育成、社会教育、学術/文化
を図り、教育の進歩と発展、自然体験活動の普及・啓発および振興をもって
等、ＮＰＯ支援、
不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とする。

2009/7/13

2009/7/23

この法人は、引きこもり、不登校、精神障害者の当事者及び当該家族に対
し、各種取り組みを行いメンタルヘルスケアにあたる。併せて引きこもり問題
に関し広く社会理解と支援を促進すべく社会的啓発を進める事業を行い、当
該案件の前進に寄与することを目的とする。

2009/8/20

2009/9/1

この法人は、公共団体と民間団体が連携して宇都宮のまちづくりに取り組む
まちづくり、社会教育、学術/文化等、経済
ための中核的な組織として、魅力ある中心市街地の形成を図ることで、宇都
活動の活性化、ＮＰＯ支援
宮の将来の発展に寄与することを目的とする。

2009/8/24

2009/9/1

保健/医療/福祉、社会教育

まちづくり、環境保全

この法人は､すべての人々に対し、長期にわたって循環利用ができる２００年
住宅の普及・拡大を目指して、古民家等の再生リサイクルに関する事業を行
2009/10/23
い、伝統的木造建築の民家・町並みの保存並びに産業廃棄物の削減等によ
る循環型社会の実現に寄与することを目的とする。

2009/11/13

宇都宮市旭１丁目１番５号

社会教育、まちづくり、学術/文化等

この法人は、市民をはじめとするすべての人々に対して、サイクルスポーツ
に関する事業を行うと共に、サイクルスポーツの普及啓発活動を行い、ス
ポーツの振興及び心身ともに豊かなまちづくりに寄与することを目的とする。

2009/12/15

2009/12/25

宇都宮市峰１丁目１６番１９号

この法人は、高齢者・障害者に対し保健、医療、又は福祉の増進と雇用促進
保健/医療/福祉、社会教育、環境保全、
に寄与するとともに、一般市民及び企業に対し、ゴミの減量化及びリサイクル
2009/12/25
人権/平和、経済活動の活性化、職能/雇
活動を推進することにより、環境への負担が少ない循環型社会の実現に寄
用
与することを目的とする。

2009/12/28

宇都宮市西一の沢町８番２２号 栃木県林業会館４階

この法人は、知的障害のある人(以下、「アスリート」という）たちに、年間を通
じ てオリンピック競技種目に準じたさまざまなスポーツトレーニングと競技
会の場を提供することにより、アスリートの健康を増進し、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（以下、「ＳＯ」という）の使命に則
り、米国ワシントン特別区非営利法人である「スペシャルオリンピックス」（以
保健/医療/福祉、社会教育、まちづくり、 下、「ＳＯ国際本部」という）に認証を受けた国内本部組織スペシャルオリン
学術/文化等、人権/平和、国際協力、子 ピックス日本（以下、｢ＳＯ日本｣という）と協定を交わし、認証を受け、ＳＯ日本
どもの健全育成、ＮＰＯ支援
が定める諸規則に基づき運営し、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エーショ
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。そし
てアスリートが人間としての自信と誇りを持ち、市民として自立することを目
的とする。

宇都宮市茂原３丁目１００３番地４
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144 晴海の陽

関谷 竹美

宇都宮市幸町１３番５号 幸町ハウス９０２

この法人は、不幸な動物を飼養している動物愛護団体に対し支援活動を行
い、終生飼養を達成するために動物に慈しみの心を持つことや適正飼養を
普及し、人と動物が共生できる社会を作る活動を行う。
仕事と住まいを失った人を救済し、すべての人が人間らしい生活ができる社
社会教育、まちづくり、環境保全、人権擁 会を作る活動を行う。
護/平和、職能/雇用/消費者保護
まちの清掃活動を通じて、すべての人がごみを廃棄しないまちを作る活動を
行う。
これらの活動を通じてこの世に生を受けた動物は動物らしく、人間は人間らし
く生きる権利があり、自分たちが生活する環境は自分たちで守らなければな
らない事を啓発すること

2010/3/1

2010/3/15

宇都宮市住吉町１０番１６号

本機構は、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
物をいう。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かんが
職能/雇用、社会教育、地域安全、子ども
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
の健全育成、ＮＰＯ支援
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。

2010/3/9

2010/3/15

保健/医療/福祉、まちづくり、ＮＰＯ支援

この法人は、県民をはじめとするすべての人々に対して、傾聴サービスの実
施とその育成に関する事業を行い、人的交流と地域活性化に寄与することを
目的とする。

2010/3/26

2010/5/7

145 栃木県就労支援事業者機構

青木 勳

146 フォルタナ

奥澤 晃子

147 とちぎユースサポーターズネットワーク

岩井 俊宗

宇都宮市

まちづくり、社会教育、経済活動の活性
化、職能/雇用、ＮＰＯ支援、

この法人は、社会貢献の志を持つ若者に対して力と行動を高める事業を通じ
て、地域社会の課題解決や活性化を加速させていくことを目的とする。そして
社会の担い手であり、新たな価値を創造していく、希望と自信に満ちた若者
を輩出していくことで、よりよい社会づくりに寄与していく。

2010/3/26

2010/4/1

148 痛み緩和センター

帆苅 壯明

宇都宮市瑞穂２丁目５番市営瑞穂野集宅１０－１３号

保健/医療/福祉増進、社会教育、学術/
文化等

この法人は、市民の健康増進、健康管理、疾病予防、痛み緩和の方法等の学習
を通じ、市民自らの健康と医療に関する関心を高める事業を行い、もって健康な
社会生活に寄与することを目的とする。

2010/5/31

2010/8/25

150 パパママおうえん隊

武田 純子

宇都宮市兵庫塚１丁目１８番２０号

保健/医療/福祉増進、社会教育、まちづく この法人は、子育て中の家族とそれを支援する地域住民や社会に対して、子育
り、男女共同参画、子どもの健全育成、職 て・親育ちのできる環境づくりなどの支援事業を行い、子どもたちの健やかな成長
を願い、安心して子育てのできる地域づくりに寄与することを目的とする。
能/雇用、NPO支援

2010/9/1

2010/9/21

151 宇都宮中心商店街活性化委員会

齋藤 公則

宇都宮市馬場通り４丁目１番１号 うつのみや表参道スクエア内

まちづくり、学術/文化等、情報化社会の
発展、経済活動の活性化、NPO支援

この法人は、商店街、商店主、市民が連携して宇都宮市の中心商店街の活性化に取り組むための中核的な組織として、魅力ある中心商店
2010/9/17
2010/10/1

152 宇都宮市ウオーキング協会

篠﨑 泉一郎

宇都宮市元今泉５丁目９番７号

学術/文化等、保健/医療/福祉増進、環
境保全、社会教育、子どもの健全育成、
男女共同参画、地域安全、ＮＰＯ支援

この法人は、宇都宮市民に対して、ウオーキングに関する諸事業を行い、ウオーキングの普及推進を通じて健康増進、自然愛護、自然に親
2011/2/8
2011/2/17

153 栃木県中小企業連携支援センター

齊藤 軍夫

宇都宮市鶴田町７４７番地４

宇都宮市中央３丁目１番４号

この法人は、栃木県内の中小零細事業者に対して、経営支援・指導、福利厚生お
経済活動の活性化、情報化社会の発展、ま
よびセミナーなどの情報提供に関する事業を行い、中小零細事業所の経営の近
ちづくり、職能/雇用、ＮＰＯ支援
代化・合理化と経済的地位の改善向上に寄与することを目的とする。
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155 グラシアス

山口 民江

宇都宮市新里町丙１２８６番地３

学術/文化等、子どもの健全育成、消費者
この法人は、衣食住の生活に困窮しているすべての人々に対して、食料、衣料等の無料配布、居住に困っている人々に低額宿泊事業を行い
2011/4/27
2011/5/6
保護

156 世界の隅々までまわる環境保護団体

吉村 史朗

栃木県宇都宮市天神２－１１－２木村ＡＰ２Ｆ

環境保全、国際協力、保健/医療/福祉増
進、ＮＰＯ支援

この法人は、すべての人々に対して、環境保護問題は一国だけでは解決できない
という趣旨にもとづき世界の人々と共に地球温暖化・海洋汚染の阻止、海の生態
系のバランスの維持に関する環境問題の講演会及び啓蒙活動を行い、将来的に
は監視団を結成し、人々に環境保護問題に対する意識を高める事業を行うことに
より、すべての人々が健やかに暮らせる地球環境に寄与することを目的とする。

2011/6/8

2011/6/16

157 自立生活センターとちぎ

齋藤 康雄

宇都宮市下栗町２９４７番地８
イースタンピュア１０３

保健/医療/福祉増進、社会教育の推進、 この法人は、障害児・障害者（以下、障害者という）及び高齢者に対して、地域で
まちづくりの推進、人権擁護及び平和の 自立した生活を営んでいくために必要な事業を行い、福祉の増進を図り、共生した
社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
推進

2011/6/8

2011/6/22

宇都宮市五代２丁目２３番３１号

社会教育の推進、まちづくりの推進、学術 の事業を行い人々に健康で活力あるまちづくりを行うと共に、各種スポーツ教室を
/文化/芸術/スポーツの振興、子どもの健 行い、指導者の養成・アスリートの育成に取組み、園児から高齢者のスポーツ活 2011/10/17
動を促進し青少年の健全な育成、並びに他のスポーツクラブ及び他クラブとの交
全育成、ＮＰＯ支援

本クラブは、『スポーツを通じ地域社会に奉仕する』を趣旨とし地域総合スポーツク
ラブを目指し、地域住民をはじめとする全ての人々に対しスポーツ振興・交流など

159 サウス宇都宮スポーツクラブ

植松 文夫

2011/10/28

流を行い、地域社会の活性化に寄与し全ての人々が健康で活力ある地域社会の
発展に寄与することを目的とする。

162 エネルギー・環境創造研究所21

渡邊 裕

宇都宮市南大通り２丁目２番１３号
㈱アンシブル内

この法人は、エネルギー・環境に関する諸問題について、確かな技術や科学的知
見に基づいた手法を用い、エネルギー使用の削減や環境負荷の削減を目指した

まちづくりの推進、環境保全、子どもの健
啓発活動を行い、ライフスタイルの革新、企業活動へ寄与しながら、教育活動を支
全育成、情報化社会の発展、

2011/12/8

2012/1/27

援することにより、人材育成を図り、将来の安心安全で豊かな社会構築に貢献す
ることを目的とする。

164 KINGDOM KIDS

山本 博之

宇都宮市峰１丁目１６番８号

子どもの健全育成

この法人は、主に宇都宮市内の子どもに対して、平日放課後、また休日の子ども
たちの居場所づくり、学習の補助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る。

2012/3/27

2012/5/2

166 うりずん

髙橋 昭彦

宇都宮市徳次郎町３６５番地１

保健/医療/福祉増進、社会教育、人権/
平和、子どもの健全育成、NPO支援

当法人は、重い障がいや病気を抱え、医療依存度の高い子ども等及びその家族
の地域生活を守るための支援を行い、当該子ども等が成人したときに自立でき、
その家族が介護負担から開放されて健康な暮らしができることを目指し、誰もが安
心して子どもを産み、育てる地域づくりに寄与することを目的とする。

2012/3/8

2012/3/9

167 日本キャットライフサポート協会

岩崎 くるみ

宇都宮市中戸祭町867-35

環境保全，保健/医療/福祉増進、社会教
育、子どもの健全育成，消費者保護、地
域安全，まちづくり，前各号に掲げる活動
に準ずる活動

この法人は，日本国民に対して動物愛護の精神に基づき，飼い主のいない猫を保
護し，去勢・避妊手術を施したうえ新たな里親を探す活動を中心として，地域社会
における人と猫の共生を図るための環境整備及び適正な終生飼育の普及に関す
る各種事業を行い，動物と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。

2012/3/27

2012/4/5

宇都宮市野沢町１８７番地１６２

保健/医療/福祉増進、社会教育、まちづく
り、学術/文化等、環境保全、災害救援、
地域安全、人権/平和、国際協力、男女共
同参画、子どもの健全育成、情報化社会
の発展、科学技術の振興、経済活動の活
性化、職能/雇用、消費者保護、ＮＰＯ支
援

この法人は，「愛」を美旗に，地球・人類の恒久平和に寄与していくことを「志」と
し，２１世紀に相応しい未来の地球・人類に求められる理念や政策と密接に関係
する様々な同志と結合することにより，様々な課題を共に現場で取り組み，現状を
具体的に改善していくための事業を行う。その過程を通じて，常に多様性を尊重
し，人類全体が「愛」で結びついた「地球愛・人類愛」の意識確立，並び「地球人と
しての愛の社会」を築くことに務め，志を貫き捧げることにより，地球・人類の恒久
平和を実現するものとする。

2012/4/4

2012/4/6

168 日本全国志士協義会

大森 紀明
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この法人は、宇都宮市及び周辺地域に居住する高齢者を対象に地域に根ざした

169 灯の台地

阿部 久男

保健/医療/福祉増進、社会教育、まちづく 福祉サービスや相談事業、地域の子どもたちとの交流を深める活動を行い、地域
の活性化を図り、すべての人々が安心して健やかに暮らせる地域社会づくりに寄
り、子どもの健全育成、職能/雇用

宇都宮市駒生町１１６４番地

2012/4/16

2012/4/26

2012/7/3

2012/9/10

与することを目的とする。

171 宇都宮スポーツの街づくり応援団

鈴木 勲

宇都宮市岩曽町１４８２番地じてんしゃの杜内

学術、文化、芸術又はスポーツの振興、
子どもの健全育成、社会教育の推進、ま
ちづくりの推進

172 うつのみや百年花火

川又 俊治

宇都宮市鶴田町２１２６番地９

まちづくりの推進、観光の振興、学術、文 この法人は、うつのみや花火大会を始め、うつのみやの活性化に関する事業を行
化、芸術又はスポーツの振興、子どもの い、市民に対し夢と感動を与え、地域活性化、商工業の発展及び観光に寄与する
こと、及び会員相互の人間力向上を目的とする。
健全育成、経済活動の活性化

2012/8/10

2012/8/24

この法人は、障がいのある人等（以下、「障がい者等」という）の生活・くらしに特に
関心を有する人々の協力によって、障がい者等の福祉・就労・余暇などに関する
幅広い分野で活動し、障がい者等の生きる環境の向上、福祉の推進、次世代人
材の育成を推進するとともに、病気や障がい等により家庭において継続した療養
が必要な者や、高齢者・要介護者に対して、日常生活の維持・回復を図るととも
に、家族支援を含めた訪問看護に関する事業を行い、誰もが安心してその人らし
い生活を送ることができる地域社会・共生社会を築くための公益の増進に寄与す
ることを目的とする。

2012/7/23

2012/8/1

この法人は、スポーツ大会・イベントにかかわる人を中心としたすべての人に対
し、スポーツの振興に関する事業を行い、人々の健康、地域活性化に寄与する。

173 ルヴァン

大島 淳子

宇都宮市西川田南一丁目４番１９号

保健医療福祉増進、社会教育、まちづく
り、学術文化等、子どもの健全育成、職能
雇用

176 ホワイトバード

中島 みゆき

宇都宮市下栗町２９４７番地８

保健/医療/福祉増進

この法人は、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
に必要な事業を行い、福祉の増進を図り、社会全体の利益の増進に寄与すること
を目的とする。

2003/12/1

2003/12/22

177 デックタイ グループ

タナノン ラタナポン

栃木県宇都宮市元今泉５丁目９番７号 宇都宮市まちづくりセンターまちぴあ

保健/医療/福祉増進、社会教育、まちづく
り、観光の振興、学術/文化等、災害救
援、国際協力、子どもの健全育成、ＮＰＯ
支援、前各号に掲げる活動に準ずる活動

この法人は、国際化が進む近代日本社会の中において、外国人と日本人が互い
に理解し合い、協力して新しい社会を作り出していけるように、相談、アドバイス、
交流事業、助成金事業等を行うことによりそのきっかけを作り出し、また協力し合
う中でお互いの理解を深めていき地域社会に貢献すること、また、貢献していく人
材を育成していくことを目的とする。

2012/8/28

2012/9/7
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この法人は、一般市民に対して、多様化する死と葬送のあり方に関する課題を解
決するための支援事業を行い、尊厳ある死と葬送の実現に寄与すること。遺言書
作成の推進、保管等の支援業務や情報提供に関する事業を行い、問題化してい
る相続争いを未然に防ぎ、もめごとのない快適で豊かな生活を実現すること。係る
業務を行う専門家として研鑽を積み、遺言信託・福祉信託・事業承継・渉外相続等
の問題に関する総合的な研究活動を行い、出版、セミナーの開催等によってこれ
らの研究の成果を社会に還元し、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

2012/11/6

2012/12/3

178 エンディングサポートセンターコスモス

竹島 尚子

栃木県宇都宮市西の宮２丁目２１番地１７号

保健/医療/福祉増進、社会教育、人権/
平和、消費者保護、ＮＰＯ支援

179 JSC白沢アカデミー

元川 知則

栃木県宇都宮市白沢町１６２０番地５

学術/文化等，子どもの健全育成

この法人は、宇都宮市及び周辺市町地域の青少年に対して、地域に根ざしたス
ポーツ事業を行うとともに、地域の人々に対し、スポーツの普及啓発を行い、豊か
なスポーツ環境を通しての、健全な青少年の育成、並びに活力あるまちづくりに寄
与することを目的とする。

2013/1/8

2013/1/21

180 栃木県障害者スポーツ協会

麦倉 仁巳

栃木県宇都宮市若草１丁目１０番６号とちぎ福祉プラザ内

保健/医療/福祉増進，社会教育，学術/
文化等，子どもの健全育成

この法人は、障害者スポーツの振興を通して、障害者の健康の増進と社会参加の
促進、生きがいのある豊かな生活の実現を支援する。同時に、障害がある人とな
い人のスポーツを通じた交流を深め、相互理解を深めて、地域社会におけるノー
マライゼーションの確立に寄与することを目的とする。

2013/2/27

2015/3/13

181 とちぎの木で家をつくる会

大野 格

栃木県宇都宮市新里町丁２７７番地１

まちづくり，環境の保全，災害救援，科学 この法人は、自然災害時等における、再利用可能な高性能木質仮設住宅の提供
技術の振興，経済活動の活性化，消費者 や、より安全な高断熱、高耐震住宅の研究・開発結果を関係する多くの機関にそ
の研究結果を開示し、より一層の木材需要の拡大に寄与することを目的とする。
保護

2013/3/21

2013/4/1

182 サンタの会

野田 和郎

栃木県宇都宮市上横田町853番地

保健/医療/福祉増進，社会教育，人権/
平和，子どもの健全育成

この法人は、子ども達と高齢者・心身障害者（児）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、ふれあいを合言葉に地域社会に貢献する支援事業を
行い、福祉の増進を図り、地域社会の利益の増進に寄与することを目的とする。

2013/5/10

2013/5/23

183 アクセシブル・ラボ

大塚 訓平

栃木県宇都宮市上戸祭町５５１番地

保健/医療/福祉増進，社会教育，まちづく
り，観光の振興，子どもの健全育成，職能
/雇用，ＮＰＯ支援

この法人は、広く一般市民及び何らかの障がいを持つ人々に対して、バリアフ
リー・アクセシブルな環境づくり及びその情報提供、並びに心の教育に関する事業
を行い、障がいの有無に関わらず、みんなが笑顔で楽しく外出できる社会づくりに
寄与することを目的とする。

2013/5/13

2013/5/29
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保健/医療/福祉増進，社会教育，まちづく
り，農山漁村または中山間地域振興，学 この法人は、次世代を担う子どもや若者に対して、社会的孤立の予防と解消に関
術/文化等，子どもの健全育成，経済活動 する事業を行い、子どもや若者の社会的自立に寄与することを目的とする。
の活性化，職能/雇用，ＮＰＯ支援

184 とちぎユースワークカレッジ

横松 陽子

栃木県宇都宮市宮園町８番２号 松島ビル２階

185 宇都宮ピアノ研究会

髙橋 惠子

栃木県宇都宮市仲町３丁目１６番
チサンマンション第５宇都宮〈仲町〉２１５号室

186 セブンナーサリー

友光 光子

栃木県宇都宮市若草４丁目１８番６号

保健/医療/福祉増進、まちづくりの推進、 この法人は、県民をはじめとするすべての人々に対して、障害の有無や世代を超
学術/文化/芸術/スポーツ振興、情報化 えた交流を通じて、障害者と健常者の相互理解を促進し、誰もが笑顔で暮らせる
まちづくりに寄与することを目的とする。
社会の発展

187 ひとつの花

橋本 正行

栃木県宇都宮市

保健/医療/福祉増進，職能/雇用

188 健康と省エネ住宅を普及する全国会

青木紀一郎

宇都宮市峰二丁目２８番８号

保健/医療/福祉増進，環境保全，消費者
宅を普及・啓発するための各種事業を行い、地球環境の保全と市民の健康増進
保護，ＮＰＯ支援

学術/文化等

2013/5/28

2013/6/4

2013/10/18

2013/10/25

2014/1/16

2014/1/23

この法人は、障がい者に対して、各種関係機関、地域住民との連携を図りな
がら、就労・社会参加する機会の確保に対する事業を行い、地域社会の福祉 2014/3/17
の向上に寄与することを目的とする。

2014/3/19

この法人は、県民をはじめとする全ての人々に対し、地域に根ざした音楽活動を
行うとともに、地域の人々に対し、音楽に関する普及啓発を行い、全ての人々の
日々の充実と活性化に寄与し、もって県民文化の向上を目的とする。

この法人は、広く一般市民に対して、健康で省エネ、且つ耐久度の高い建材や住

2008/6/10

2008/7/4

を図り、広く公益に寄与することを目的とする。

189 食の安全と健康

石川 均

192 古賀志山を守ろう会

池田 正夫

栃木県宇都宮市陽南１丁目2番18号

栃木県宇都宮市大通り２丁目４番１８号

保健/医療/福祉増進、まちづくりの推進、
子どもの健全育成、経済活動、消費者の
保護

この法人は、市民および全ての方々に対して、心と身体を健康に保つために、さま
ざまな科学物質に汚染されていない「安心・安全な農産物や加工品」の普及や、
食と健康に関する知識を得るための教育、研修に関する事業を行い、全ての人々
が健康で健やかに暮らせる地域づくりに寄与することを目的とする。

2014/3/25

2014/4/1

まちづくり、観光振興、環境保全

この法人は古賀志山系内の民有林、市有林、国有林に登山のために入山する老
若男女の全ての人々に対して、山に対する畏敬の念と健全な秩序を順守してもら
うために必要な条件整備を行うとともに、啓発活動を行い、多くの人々と共に地域
づくりに寄与することを目的とする。

2014/6/26

2014/7/1
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193 ピンクリボンうつのみや

この法人は、一般市民を対象に乳がん検診の啓発活動を行うことにより、乳がん
検診受診率の向上に寄与するとともに、乳がんの早期発見に貢献をすることを目
的とする。また、早期発見を啓蒙していく中で、乳がんによる死亡者を一人でも減
らし、女性の健康増進のみならず、家族全員が安心して生活できるような社会に
貢献することを目的とする。さらには、乳がん早期発見・治療・フォローに関する情
報の提供と相談窓口として、広く市民の方々に開放し、地域の健康増進に寄与し
ていくことを目的とする。

佐藤 俊彦

栃木県宇都宮市屋板町５６１番地３

保健/医療/福祉増進

喜谷 辰夫

栃木県宇都宮市馬場通り４丁目２番８号 喜作園ビル２F

まちづくり、学術/文化等、子どもの健全育 文化の定着に関する事後を行い、交流人口の増加をもたらせ、県民をはじめとす
るすべての人々が、元気で健康な連帯感あふれる地域づくり（地域活性化）に寄
成

2014/7/2

2014/7/16

2014/9/24

2014/10/2

2014/10/6

2014/10/17

この法人は、健全な県民生活を営み、地域社会を構成する人々に対して、自転車

194

ツール・ド・とちぎの会

与することを目的とする。

195 スウィングタウン協会

吉原 鄕之典

栃木県宇都宮市上戸祭４丁目１２番３号

この法人は、広く県民・市民並びに来訪者に対して 躍動する、活気のある、楽しく
心の踊る ＝「スウィング」する 元気な都市、賑やかで楽しい街 ＝「タウン」づくり
に奉仕ができることを目指しながら、音楽文化に触れる機会の提供、練習・教育の
場の提供、アーティストの活動と観客との接点であるステージづくりとその店舗の
まちづくり、観光振興、学術/文化等、国際 営業、それらのための基金の募集活動と運営・管理、会員システムによる組織づく
協力、子どもの健全育成、経済活動の活 りとその運営・サービス、次世代のための音楽文化村等の創生と関連事業の展
開、全国や世界の関連組織や都市・グループなどとの交流や連携などに関する事
性化
業を行い、自主的な民営の団体として音楽文化の普及と増進、住民の福祉と次世
代への教育、並びに日常における音楽の楽しみ・音楽文化を通しての交流・交
歓、そして感動と喜びを共有して共に豊かな人生と社会の実現、街の賑わいと都
市文化の向上に寄与することを目的とする。

196 スポルキッドジャパン

山口 直人

栃木県宇都宮市伝馬町４番１８号

保健/医療/福祉増進、まちづくり、学術/
文化等、環境保全、国際協力、子どもの
健全育成、経済活動の活性化、職能/雇
用

この法人は、地域住民に対していつでも気軽に参加できるスポーツや文化活動事
業を行い健康や体力増進、多くの人々の交流の場を提供し活力ある街づくりに寄
与することを目的とする。

2015/6/15

2015/7/10

197 国際アロマコラージュ療法協会

福島 明子

栃木県宇都宮市

保健/医療/福祉増進、社会教育、まちづく
り、学術/文化等、災害救援、地域安全、
子どもの健全育成、科学技術の振興、職
能/雇用

この法人は，広く一般の人々，悩みや問題，困難，ストレスを抱えた方々に対して
アロマコラージュ療法やその関連療法をとおした支援活動を行うとともに，効果的
な支援を行うための人材育成や研究活動，支援の輪を広げるための広報活動に
努め，人々の健康増進やストレスマネジメントに寄与することを目的とする。

2016/3/28

2016/4/15

198 壬生口腔疾患研究協会

川又 浩子

栃木県宇都宮市昭和１丁目７番９号

保健/医療/福祉増進、環境保全、国際協
診断・治療法の開発研究，関係者並びに会員の交流を通じ国際社会に貢献する
力、子どもの健全育成
ことを目的とする。

2015./8/25

2015/10/13

栃木県宇都宮市

まちづくり、観光振興、農山漁村または中
域資源とは、そこに暮らす人々が誇りを持って語れる地域独自の自然や文化、人
山間地域振興、環境保全、子どもの健全
物、歴史、活動などのあらゆる事象をさす。さらにこれらの記録を「とちぎ未来文
育成、経済活動の活性化、ＮＰＯ支援
庫」として出版する事業を行い、存在を社会に広く周知し、将来に渡って保全・継

2016/4/12

2016/4/28

この法人は，口腔疾患，特に口腔癌，口唇口蓋裂に苦しむ人々の国際医療援助，

この法人は、栃木県民をはじめとする本県にゆかりのある人々に対して、地域の
人々が主体となって有形・無形の地域資源を見出し、記録することを支援する。地

199 とちぎ未来文庫

五十嵐 幸子

承することにより、地域活性化に寄与することを目的とする。
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200 リスマイリー

山口 真由美

201 キーデザイン

土橋 優平

栃木県宇都宮市

この法人は、活動地域で働く母親、父親が、安心して育児や子育てを行え
る環境を整備するため、地域社会と連携を図りながら、病児及び病後児を対
象とした保育及び子育て並びに社会教育等に関する事業を行うとともに、地
保健/医療/福祉の増進、社会教育、まち
域福祉のさらなる充実や次世代における家庭環境の向上等につながる啓発
づくり、男女共同参画、子どもの健全育
活動にも積極的に取り組み、親子の豊かな暮らしづくりと住み良いまちづくり
成、職能/雇用
に寄与することを目的とする。

栃木県宇都宮市

2016/8/17

2016/9/1

この法人は，悩みや不安を抱え一歩を踏み出せずにいる若者に対して，
ロールモデルとの出会いや当人が成長する機会を提供し，個々の描く将来
保健/医療/福祉の増進、社会教育、まち
像を明確に，そして将来へ向けた行動を促進することで，個々が社会に出た
づくり、経済活動の活性化、職能/雇用
時に社会に還元する価値を最大限まで高めることに寄与する。

2016/9/5

2016/11/30

2016/9/30

2016/10/13

202 とちぎ消費者リンク

山口 益弘

栃木県宇都宮市

社会教育、消費者保護、ＮＰＯ支援

この法人は、消費者の被害の防止及び救済のための活動を主たる目的と
し、消費者や消費者団体・関係諸機関・消費者問題専門家等との連携・相互
援助を図りつつ、各種消費者被害の調査・研究・情報収集、並びに消費者被
害の未然若しくは拡大防止、及び被害救済のための活動を行うことによっ
て、消費者全体の利益擁護、消費者の権利の実現に寄与することを目的と
する。

203 都市近郊農業交流センター

吹上 英克

栃木県宇都宮市塙田４丁目３番１５号

社会教育、職能、経済活動、ＮＰＯ支援

この法人は一般の人々のために日本の農業の現状や、農業に関する理解
の促進を図るとともに、農業に関する支援、教育文化活動を行い、農業を中
心とする地域産業を育成し、年齢、地域を越えた交流を図り、明るく活力ある
社会の形成に寄与することを目的とする。

2016/12/27

2017/2/23

204 ＭＵＳＫＡＮ

永田 栄

栃木県宇都宮市清原台５丁目３６番１２号

災害救援，国際協力，情報化社会，職能

この法人は、各自が当事者意識を持ち、ネパールの人々に対し、情報技術
を活用して、ネパールの各地域の活性化に直接または間接に寄与する事業
を行い、もって、ネパールの人々をはじめとした関わるすべての方の自立・自
律意識の活性化を増進させることを目的とする。

2017/3/17

2017/4/7

205 虹の架け橋

柴山 徹

宇都宮市

この法人は，県民を初めとする全ての人々に対して，地域に根ざした介護
保健/医療/福祉の増進、社会教育、まち
サービスを行うとともに，障がいをもつ方の生活を根底から支える事業活動，
づくり、学術/文化等、人権/平和、子ども
及びそれに関わる全ての人々の生活向上に関する事業を行うことにより，全
の健全育成、職能/雇用
ての人々が健やかに暮らせる地域づくりに寄与することを目的とする。

2014/4/1

2014/4/7

206 横川スポーツクラブ

森山 和則

宇都宮市

保健/医療/福祉の増進、学術/文化等、
子どもの健全育成、ＮＰＯ支援

この法人は，広く一般市民に対して，各種スポーツクラブ，スポーツ教室，イ
ベント，大会，交流会等の企画，開催及び運営に関する事業等を行い，ス
ポーツの振興，子どもの健全育成及び健康の増進に寄与することを目的とす
る。

2017/7/20

2017/8/1

207 成年後見ネットとちぎ

植村 敬

宇都宮市

保健/医療/福祉の増進、人権/平和

この法人は，栃木県内の知的障害者とその家族等に対して成年後見に関す
る相談支援事業を行うとともに，知的障害者に対して成年後見人を受任する
事業を行うことにより，知的障害者が安心して過ごすことが出来る地域社会
作りに寄与することを目的とする。

2017/7/27

2017/8/2
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208 栃木県障害施設・事業協会

菊地 達美

栃木県宇都宮市若草１丁目１０番６号（とちぎ福祉プラザ内）

保健/医療/福祉の増進

209 ERICCO BOOK PROJECT

今井 絵理

宇都宮市

学術/文化等、子どもの健全育成

210 ふらっと宇都宮

平井 晋也

宇都宮市

保健/医療/福祉の増進、ＮＰＯ支援

211 ゆいごん窓口

一戸 養子

宇都宮市

保健/医療/福祉の増進，社会教育の推
進，経済活動の活性化

212 エネルギーヒーリング協会

舘野 輝光

宇都宮市元今泉５丁目９番７号 まちづくりセンター内

213 YOU・悠の会

大嶋 博文

214 コアラうつのみや

永山 宜男

215 みらいとちぎｗｉｔｈピア

髙村壽子

この法人は，障害児・者（以下「障害者」という）及びその家族や地域に対し，
障害者の自立と共生に関する事業を行い，｛国民誰もが人格と個性を尊重し
て相互に支えあう共生社会の実現に寄与することを目的とする。

2006/11/16

この法人は、主にコラージュ技法を用いた作品やオリジナル絵本の制作を通
して、親子や家族の絆構築支援や子供の情操教育を目指す。
また、自治体や地域の方々と連携をとり、地域コミュニティに参加し盛り上げ 2017/11/29
ていくことを目的とする。

2006/12/11

2017/12/15

この法人は、障害をお持ちの方々に対して社会福祉に関する事業を行い、障
害をお持ちの方々の保健と福祉に向上を図ることを通じて地域社会の健全
な発展と公益の増進に寄与することを目的とする。

2018/2/19

2018/2/22

この法人は，日本国内の人々の相続に関する不安や悩みを事前に解消する
ため，遺言書に関する相談及び教育を行い，適切な相続方法を伝えることで
遺言者の心理的負担を軽減し，より良い生活環境そして人間関係の向上を
図るとともに，広く社会教育，社会福祉の向上に寄与することを目的とする。

2018/6/1

2018/7/9

保健/医療/福祉の増進

この法人は，広く一般の日地人に対して，代替・補完医療と「エネルギーヒー
リング」施術並びに普及と促進に関する事業を行い，心と身体の健康に寄与
すル音を目的とする。

2010/12/14

2010/12/24

宇都宮市元今泉6丁目3番12号

保健/医療/福祉の増進，人権/平和、職
能/雇用

この法人は，年をとっても，生活に障害を抱えていても，住み慣れた我が家や地域
で暮らし続けたいという方や，矯正施設出所者が社会復帰するに際して，安心して
2018/10/16
住める場所を確保するための一助になれればと思い，身元の引受サービスや生
活支援事業を行い，人権擁護を図るとともに，福祉の増進と地域社会の発展に寄
与し，社会全体の利益に貢献することを目的とする。

2018/10/24

宇都宮市

保健/医療/福祉の増進

この法人は、高齢者・障害者・病弱者などに対して、介護保険法に基づく居宅サー
ビス事業、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)を行い、公共の福 2018/10/29
祉の増進に寄与することを目的とする。

2018/11/1

宇都宮市花房2丁目5番8号

この法人は、思春期の若者および妊娠期からの切れ目のない子育て世代と
子どもの健全育成，まちづくりの推進，保
彼らを支えるすべての人々に対して、ピア（仲間）同士の支え合い：ピア・サ
健、医療/福祉の増進
ポートによるエンパワメント向上に関する事業を行い、人生の夢を実現しなが
ら生き生きと健やかにくらせる未来社会を目指す地域づくりに寄与することを
目的とする。

16 / 18 ページ

2018/12/7

2019/1/18

認証法人一覧（020401現在）

216 NPO法人とちぎ協働デザインリーグ

三橋 伸夫

宇都宮市

保健/医療/福祉増進、社会教育、まちづく
り、観光振興、農山漁村または中山間地
域振興、学術/文化等、環境保全、災害救
この法人は、まちづくりに貢献するあらゆる市民、市民活動団体、企業、行政
援、地域安全、人権/平和、国際協力、男
機関等に対して、協働によるまちづくりの調査研究、支援及び提言を行い、
女共同参画、子どもの健全育成、情報化
地域社会の発展に寄与することを目的とする。
社会の発展、科学技術の振興、経済活動
の活性化、職能/雇用、消費者保護、ＮＰ
Ｏ支援、

217 雀宮まちづくりプロジェクト

稲葉 豊

栃木県宇都宮市

この法人は，宇都宮市雀宮地区に現存する歴史的建造物の保全利活用を
保健/医療/福祉、まちづくり、環境保全、 図るとともに，歴史・文化，地域福祉，スポーツ，社会教育活動等の諸活動を
地域安全、子どもの健全育成、社会教
通じて雀宮地区のまちづくりを推進することにより，市民一人ひとりの輝ける
育、学術/文化等
活動と交流の広がりを図り，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。

218 後見人センターとちぎ

大野 益通

栃木県宇都宮市

保健/医療/福祉

この法人は，高齢者や障害者などの社会的弱者に対し，豊かな暮らしが実
現できるよう生活を支援し，また，死後についても安心できるよう葬儀の生前
予約や死後事務処理の受託，墓地の管理や供養等の支援等の事業を行う
ことにより，地域社会の福祉向上と社会全体の利益に寄与することを目的と
する。

2006/2/2

2006/2/13

219 ＴＡＣＴ

西岡 寿夫

栃木県宇都宮市明保野町６番３５号 アグロスト２０２

この法人は、非行に陥った少年若しくは社会生活への適応に困難を抱える
保健/医療/福祉の増進，社会教育，災害 少年、又は犯罪を犯した成人若しくは社会生活への適応に困難を抱える成
救援，地域安全，人権/平和，子どもの健 人に対して、改善更生を支え、自立支援を行い、それらに取り組む者の連絡
全育成，職能/雇用
調整及びそれらの活動を充実させ、強化発展させることに関する事業を行
い、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。

2019/5/22

2019/5/28

220 くすりと地域医療を考える会・MEBiUS

船見 正範

栃木県宇都宮市下戸祭2丁目13番3号
ＵＥＫＩハイツ205号室

この法人は、市民をはじめとするすべての人々に対して、薬剤師及び医療従
保健/医療/福祉増進、社会教育，消費者 事者の更なる資質向上並びに多職種の連携強化などに関する活動を通じ
保護
て、適正な医療に関する情報提供・普及啓発活動を図り、適正な医療サービ
スの増進や健康な生活の向上に寄与する。

2019/6/13

2019/6/26

221 栃木県吹奏楽団

平井 伸一

栃木県宇都宮市陽東４丁目１５番１０号

社会教育,学術/文化等

この法人は、県民をはじめとするすべての人々に対してコンサートなどの音
楽演奏活動を行い，地域文化の振興と社会教育の発展に貢献する。また，
年齢を問わず幅広い人々に楽器を演奏する機会を提供するだけではなく，質
の高い様々な音楽ジャンルの演奏を行うことでより高いレベルの演奏家を育
成する。

2019/7/2

2019/8/2

222 つみきの森

東海林吉利子

栃木県宇都宮市西川田東町２番３号

この法人は，知的障がい者，身体障がい者，精神障がい者，難病患者に対し
保健/医療/福祉増進，地域安全、人権/
て，地域で生活していく環境作りに関する事業を行い，住みやすい住居と生
平和,子どもの健全育成、経済活動の活性
きがいのある生活，安定した生計と能力に配慮した就労の場所を提供できる
化、職能/雇用
ような支援計画作成に寄与することを目的とする。

2018/5/13

2014/5/13

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、災害・救急医療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・支援事業を行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。

2019/9/3

2019/9/6

223 栃木蘇生教育協会

石原 雅行

栃木県宇都宮市下岡本町2160番地 国立病院機構宇都宮病院

保健/医療/福祉増進，社会教育
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224

宇都宮市豊郷地区連合自治会防犯パトロール
隊

225 フードバンクうつのみや

金崎 一雄

宇都宮市富士見ヶ丘１丁目９番３号

地域安全

徳山 篤

宇都宮市塙田２丁目５番１号 共生ビル３階

この法人は，宇都宮市豊郷地区内に居住する住民等を犯罪から守り，安心
安全を確保することにより，住民福祉の向上を図ることを目的とする。

2019/9/27

2019/10/23

この法人は市場から外れた賞味期限が残っている食品を受贈し，災害，困窮
などでフードセキュリティ（食糧の安全保障）に欠ける人に対して，食品を提供
保健/医療/福祉増進、社会教育、環境保
することで生活の立て直しを支援し，安心な社会的ネットワークのある地域社
全、災害救援、職能/雇用、消費者保護
会作り，食品廃棄物を減らすことにより環境の保全の貢献に寄与することを
目的とする。

2019/11/1

2019/11/28

2019/12/8

2014/2/12

226 脳梗塞患者と失語症者の自立支援の会

宮本 浩子

宇都宮市叶谷町２８０

保健/医療/福祉増進、社会教育、職能/
雇用

この法人は，広く一般市民に対して，脳梗塞患者及び失語症者の社会復帰
についての調査・研究及びその結果に基づく脳梗塞患者及び失語症者とそ
の家族への支援に関する事業，脳梗塞患者及び失語症者とその家族同士
の交流・情報交換を通しての相互理解を目的とした勉強会等の企画・開催に
関する事業，脳梗塞患者及び失語症者等に対する社会的な理解の促進に
関する事業，脳梗塞患者と失語症者の就労及び職場復帰のための支援に
関する事業を行い，脳梗塞患者及び失語症者の社会復帰の支援を図り，
もって広く公益に寄与することを目的とする。

227 SDGs JAPAN-TOCHIGI

坂本 逸

宇都宮市西川田町１０６５番地１９

観光振興、農山漁村または中山間地域振
興、学術/文化等、人権/平和、国際協
力、科学技術の振興、経済活動の活性
化、ＮＰＯ支援

この法人は，国際連合が設定した「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」のうち特
に「飢餓をゼロに」「産業と技術革新の基盤をつくろう」の達成の為，食糧増
産，農業技術の開発普及，啓蒙活動を通じ，地域の国際貢献に寄与すること
を目的とする。

2020/1/27

228 シェアハッピーエール

並木 孝夫

宇都宮市

この法人は、若者に対して、興味関心を追求する場を提供し、経験させること
社会教育、まちづくり、学術/文化等、子ど で、経験値を蓄積させ、「できること」「やりたいこと」「もとめられていること」の
もの健全育成、経済活動の活性化、職能 重なる部分を広げながら、自尊感情を高め、持続可能なワークライフバラン
/雇用
スを取りながら、個性を生かして社会に貢献する人材を増やすことを目的と
する。

2020/3/17
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