青森市内ＮＰＯ法人活動内容一覧
№

①法人名称

②設立年

1

特定非営利活動法人あおも
りＮＰＯサポートセンター

H11年

2

特定非営利活動法人サン
ネット青森

H13年

※H30年度またはH29年度に回答があった法人のみ掲載しています。

③代表者氏
⑤郵便番
④会員数
名
号（公開）

斉藤 雅美

根本 あや子

3

特定非営利活動法人ライフ
サポート青森

Ｈ13年

川嶋 勝美

4

特定非営利活動法人青森県
消費者協会

H14年

大塚 和則

5

特定非営利活動法人グリー
ンエネルギー青森

H14年

柏谷 至

6

特定非営利活動法人ウィメン
ズネット青森

H14年

7

特定非営利活動法人青森県
環境パートナーシップセン
ター

H15年

44人

84人

⑤住所（公開）

⑤氏名
（公開）

030-0965 青森市松森三丁目３番１８号 斉藤 雅美

030-0801

青森市新町一丁目１３番７号
根本 俊雄
和田ビル４階

⑤電話（公開）

⑤FAX
（公開）

017-7520410

017-7520410

anpos1999_04_15 http://www.a@a-nponet.jp
nponet.jp/

017-7327741

精神保健に課題をもっている人々が医療保健福
祉サービスによって支えられ地域で生活していく
保健・医療・福
sanaom@tune.oc http://www.npo- ことのできる社会の実現を図るため、必要な
祉、人権擁護・平
n.ne.jp
sannet.jp
人々への地域生活支援に関する事業や人権啓
和推進
発事業を行ない、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。

017-7327741

⑤メールアドレス ⑤ホームページ
（公開）
（公開）

⑦団体の目的

⑧主な活動分野

広く市民活動を行う個人或いは団体を支援する
ことにより、市民の自己決定と自己責任に基づく
自立性のある市民社会の実現に寄与することを
目的とする。

高齢者の暮らしが守られ、豊かな生活が実現で
きるよう、身元保証の引受けを軸に葬儀や相続
等の死後の事務処理に関する支援や相談等を
行うことで、高齢者や障がい者の生活を支援し、
人権擁護を図るとともに、広く社会福祉の増進に
寄与することを目的とする。

①NPO法人設立・運営・会計に関する相談やサポート
②情報収集、情報発信、政策提言
③人的ネットワークの形成
④アートイベントのマネージメント、廃校活用

保健・医療・福
祉、人権擁護・平
和推進、情報化社
会の発展

030-0822

青森市中央1 丁目1-20 協同
花田
組合タッケン内

017-7776277

017-7776277

hanada@a-lifesupport.jp

http://www.alife-support.jp

030-0822

青森市中央三丁目２０番３０
号

齊藤 実花

017-7223348

017-7223414

-

消費者被害の救済と防止を実施し、消費者の人
http://www.web権擁護、福祉の増進及び社会教育の推進に寄
aca.org
与することを目的とする。

70人

030-0801

青森市新町二丁目５番５号カ
笹田 隆志
ネモトビル３階

017-7232008

017-7216823

office@geaomori.or.jp

http://www.geaomori.or.jp

佐藤 惠子

86人

030-0822

青森市中央１丁目１８－９ハ
イツTOMI A101

017-7520807

017-7520807

人権擁護・平和促
進
womensnethttp//womensne
暴力のない社会づくりに寄与することを目的とす 男女共同参画社
aomori@sakura.e tる
会形成
mail.ne.jp
aomori.jimdo.com
子どもの健全育
成

渋谷 拓弥

38人
（社）

030-0801 青森市新町一丁目１３番７号 三浦 麻子

017-7212480

017-7237631

info@ecoaomori.jp

113人

8

特定非営利活動法人青森
ユートリーの会

H14年

山本 治男

63人

038-0042

9

特定非営利活動法人レスパ
イトハウスWA

H15年

石岡 裕子

25人

030-0822 青森市中央4丁目7-8

10

特定非営利活動法人あおも
り新鮮組

H15年

對馬 倫一

24人

030-0801 青森市新町二丁目６番２７号 堀江 重一

11

特定非営利活動法人三内丸
山縄文発信の会

H7年

遠藤 勝裕

12

特定非営利活動法人アニマ
ル・サポート青森

H16年

三浦 弥生

青森市大字新城字山田677小笠原 一也
316

逢坂 美紀子

個人150
人、法人 030-0861 青森市長島四丁目１１番８号
9法人

70人

038-0002

青森市沖館四丁目１５番３３
号

三浦 弥生

循環型社会の実現と地域の自立

市民、NPO法人等活動団体、事業者、行政など
さまざまな主体と協働しながら、地球環境を保
http://www.eco- 全・再生・創造すること。そして、「環境パート
aomori.jp/
ナーシップ」を構築することにより、環境問題の
解決と持続可能な循環型社会の形成に寄与す
ることを目的とする。

⑨活動内容

⑩活動場所

法人事務所、旧
0円
王余魚沢小学校

①講演会(年に1、2回)、県内外のグループとの交流、商店街
や他のNPOとの連携。
②お買い物宅配、浅めし食堂の健康弁当配達、新町通りの
プランター管理。
主として中心商
③障害福祉サービス事業の運営(就労継続支援事業B型、 店街
共同生活援助事業)
④地域交流を目的としたサードプレイス（プラスえん）の運
営。

①福祉、介護、医療及び法律等についての情報提供及
び相談事業
②各種福祉施設・病院等の身元保証人の引受事業
③入所、入院等の生活支援事業
④死後の諸手続き及び葬儀支援事業
青森市内
⑤葬儀、相続関連事項についての情報提供及び相談事
業
⑥墓地の管理事業
⑦その他、この法人の目的を達成するために必要な事
業
さまざまな消費者問題について、各機関と連携、相互交
流を図りながら、啓発、情報提供、救済活動やその支援
並びに消費者の権利に向けた活動等を行います。

⑪入会金

⑬_2こんな会員を募集し
ています

⑮団体からのひとこと

【年額】
正会員：6,000円
準会員：3,000円

会の理念と目的に
賛同する方。

精神保健に課題をもつ人たちが住みや
すく、気持ちよく暮らせる町は、誰もが暮
らしやすい町です。喜びをつなぎあうまち
づくりに貢献したいと思います。

サポートを望む方・当法
人の活動に賛助する方

平成13年に設立し活動して18年目になり
ます。高齢者が抱える様々な不安に対し
て相談窓口となり、専門家と連携しなが
ら安心した生活が出来るよう支援してお
ります。

【年額】5,000円

法人の目的に賛同し、循
環型社会の実現のため
の活動に参加・協力でき
る方

当法人は、2002年2月に設立し、同年7月
にNPO法人の認証を受けました。私たち
と一緒に、青森市を灯油消費量日本一
から脱却させ、循環型モデル都市となる
ように活動をしませんか。（全国県庁所在
都市の人口一人当たりの灯油消費量）

【年額】
正会員：10,000円
賛助会員：1口1,000円
～

DV被害者支援に
関心がある方

DVは私たちの身近にある深刻な暴力で
す。一人でも多くの市民がDVについて関
心を持つことが、被害者を救うことにつな
がります。

0円

【年額】3,000円

利用会員
10,000円
サポート会員
50,000円

利用会員10,000円
サポート会員 １口
30,000円
賛助会員 10,000円

全県域

2002年に鰺ヶ沢町に市民出資で市民風車「わんず」を建
設し、2003年2月から東北電力へ売電事業を開始。近年
まちづくり、環境 は循環型社会の実現をめざし、省エネルギー・再生可能 青森県内（主とし
保全、各活動団体 エネルギーの普及推進のための事業を行い、青森市に て青森市・五所川 0円
への助言、援助等 おけるコミュニティパワー普及（バイオマス熱利用と省エ 原市・鰺ヶ沢町）
ネ・高断熱住宅）のための事業と政策提言の事業を行っ
ている。
①DVや離婚問題についての電話、メール、面談による相
談・支援活動
青森市を中心に
②デートDV予防講座（ハートフルセミナー）の実施
青森県全域
③支援者養成講座の開催、公私派遣など

①情報の収集及び提供事業
②研修及び相談等、中間支援に関する事業
③出前講座の実施等、普及啓発活動
④環境に関する講演会等イベントのコーディネート事業

⑫会費

青森県と青森市より地球温暖化防止活
動推進センターの指定を受けており、県
内各地の活動推進員とともに活動してい
ます。活動推進員の募集も行っていま
す。

【年額】
個人：5,000円
団体：30,000円
団体準会員：10,000円

青森県内

文化・芸術・ス
■たばこを吸う人、吸わない人が、共に明るく共
ポーツ、環境保
たばこ文化の振興と喫煙マナーの啓発、街の美化活動
存できる社会実現に向けた活動
全、子どもの健全 のほか、未成年者の健全育成への協働を行う。
■たばこ文化面の振興と喫煙マナーの啓発
育成

青森市内

1,000円

【年額】1,000円

たばこを吸う人、吸わない人が、共に明
るく共存できる社会実現に向けた活動と
して、喫煙マナー啓発を兼ねた街頭美化
活動（年8回）および文化講演会（毎年6
たばこに理解のある20歳
月）を実施。また、子供の健全育成を図る
以上の方
未成年者喫煙防止啓発活動にも努めて
います。たばこを吸う、吸わない会員が
一緒に、目的実現に向けた活動をしてい
ます。

青森市中央4丁
目7-8

0円

【年額】2,000円から(賛
助会員)

当法人の目的に賛同す
る方

090-46335597

017-7887912

017-7231565

017-7231565

r.wa@celery.ocn.
ne.jp

当法人は、心身に障害のある人たち及びその家
族に対して、地域生活を営む上で必要な支援、
権利擁護、及び社会参加を促進するための総合
的な援助を行うとともに、すべての人が豊かに
健やかに暮らせる地域社会の実現を目指し、
もって社会の増進に寄与することを目的とする。

017-7754134

017-7754193

sinmati1@jomon.n
e.jp

地域住民に対して、まちづくり・環境保全・福祉
の増進・社会教育の推進に関する事業を行い、
地域住民が真の豊かさを感じ、自信と誇りを
持って住める地域の創造に寄与することを目的
とする。

まちなかにおける花植え活動、新町商店街のプランター
花植え並びに水やり、花ガラつみ活動

隔月刊「縄文ファイル」の発行、縄文塾（東京、仙台、青 青森県内、東京、
森ほか）の開催、三内丸山遺跡でのお月見イベントの開 仙台など（事務局
催
青森市）

【年額】個人：10,000円、
法人：50,000円

・セラピードッグ・ハンドラーの育成、訓練
・動物の正しい飼い方の普及啓発、相談受付
・地域猫のすすめ
・老人施設の訪問

【年額】
活動会員：6,000円
支援会員：2,000円

017-7733477

017-7323545

jomon@jomonnet.xsrv.jp

http://jomonnet.xsrv.jp/

国内外の縄文に関心のある方々に対して、三内
丸山遺跡および国内の縄文遺跡に関する情報
を発信することにより、縄文の文化・文明として
の国際的認知をめざすとともに、縄文遺跡各地
のネットワーク化、交流の活発化、地域活性化
および、地域文化振興を図る事業を通じて、地
域を越え広く縄文を研究する縄文センターの創
生に関する普及啓発と、社会全体の利益に寄与
することを目的とする。

017-7662150

017-7662153

-

http://www.asaomori.org/

人と動物が共に楽しく幸せに暮らしていける地
域社会を実現するため、動物の飼養と愛護に関
する普及啓発、関係機関や個人の連携の促進、
動物と共存するまちづくりの企画と実施などに関
する事業を行い、もって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。

1/7

保険・医療・福祉
人権擁護・平和推
放課後等デイサービス事業
進
日中一時支援事業(市委託事業)
子どもの健全育
成

新町商店街な
ど、中心市街地

主に青森市内

青森市内ＮＰＯ法人活動内容一覧
№

13

①法人名称

特定非営利活動法人青森県
樹木医会

②設立年

H16年

※H30年度またはH29年度に回答があった法人のみ掲載しています。

③代表者氏
⑤郵便番
④会員数
名
号（公開）

笠神 誠一

45人

039-3501

⑤住所（公開）

青森市大字浅虫字坂本９番
地３３号

⑤氏名
（公開）

⑤電話（公開）

017-7375860

⑤FAX
（公開）

017-7375861

⑤メールアドレス ⑤ホームページ
（公開）
（公開）

⑦団体の目的

樹木医の知識と技術を通じて、巨木・古木・名木
等の文化財をはじめ森林・緑地など郷土の大切
な自然環境の保全に寄与すると共に、市民およ
aojyumokui@gmai http://aojyumok
び関係諸団体と連携しての緑の普及と啓発に関
l.com
ui.sakura.ne.jp/
わる活動を行うことにより、樹木文化の発展及
び、広く環境の保全に寄与することを目的とす
る。

2/7

⑧主な活動分野

⑨活動内容

⑩活動場所

①緑に関する調査及び技術の推進、②樹木医学の発展
研究及び技術の開発、③公共団体等が実施する緑の普
及、啓発に関する事業へ参加、④緑の保護・保全を目的
に他の団体との連携に関わる事業、⑤緑の診断・治療に 青森県内
関わる事業の受託、⑥緑の調査・整備に関わる事業の
受託、⑦緑の保全に関わる書籍・物資等の販売、⑧緑を
守るリーダーの育成のための環境教育

⑪入会金

⑫会費

正会員：10,000 【年額】
円、賛助会員： 正会員：12,000円
5,000円
賛助会員：5,000円

⑬_2こんな会員を募集し
ています

⑮団体からのひとこと

青森市内ＮＰＯ法人活動内容一覧
№

14

①法人名称

特定非営利活動法人ＩＴＣあ
おもり

15 特定非営利活動法人明星会

②設立年

※H30年度またはH29年度に回答があった法人のみ掲載しています。

③代表者氏
⑤郵便番
④会員数
名
号（公開）

⑤住所（公開）

⑤氏名
（公開）

⑤電話（公開）

⑤FAX
（公開）

⑤メールアドレス ⑤ホームページ
（公開）
（公開）

⑦団体の目的

H16年

熊野 雄平

15人

青森市橋本二丁目２番１７号
青森商工会議所内(５階)
030-0823
一般社団法人青森県情報
サービス産業協会内

H16年

渋川 直子

10人

039-3524

青森市大字滝沢字下川原２
３５番地

渋川 直子

017-7183311

017-7183312

青森県内における障害者及び高齢者に対し、生
quillhttp://www.npoh 活の自立を支援する事業を行うことによって、障
sagyousho@etud oujin害のあるなしにかかわらず、共に健康な生活が
e.ocn.jp
meiseikai.jp/
送れるような社会づくりに寄与することを目的と
する。

⑧主な活動分野

企業や自治体及び各種団体に対して経営活動
http://itcaomori.j 等に役立つＩＴの有効活用に関する事業を行い、
imdo.com/
情報化を推進することにより広く経済活動の発
展に寄与することを目的とする。

017-7737207

⑨活動内容

⑩活動場所

⑪入会金

（1）情報化社会の発展を図る活動
（2）経済活動の活性化を図る活動
（3）上記活動を行う団体の運営または活動に関する連
絡、助言又は援助の活動

青森県内

障がい者に対する一般就労への支援活動

青森市青柳二丁
目２－５、青森市
2,000円
花園一丁目２５－
１７

①福祉サービス事業所との福祉オンブズマン利用契約
②福祉サービス利用者の権利擁護及び地域生活支援に
係る者の養成等
③事業所及び利用者への啓発活動
④県内福祉セーフティーネットづくり など

県内５ブロック
（東青・弘黒・西
北五・県南・下
北）の契約施設

0円

【年額】(正会員)個人：
3,000円、団体：5,000
円、(賛助会員)個人：
1,000円、団体：3,000円

0円

【年額】10,000円

0円

16

特定非営利活動法人セーフ
ティーネットあおもり

H17年

沼田 徹

78人

038-0031

青森市大字三内字沢部２０３
木立 精一
－１２

080-18004758

017-7663405

npohttp://snsna@chorus.ocn.
ao.org/
ne.jp

児童、障害者、高齢者等の福祉サービス利用者
の権利擁護と地域生活支援を目的とした活動、
知識経験の交流、ネットワークの構築をはかり、
福祉の質向上の実現に寄与することを目的とす
る。

17

特定非営利活動法人青森県
日本文化を伝承する会

H16年

前田 歌子

18人

030-0966 青森市花園一丁目２５番８号 前田 歌子

017-7443912

017-7443930

http://www.aomo
NQH51932@nifty. ricom
bunkadensho.org
/

国内外の人々に対して、青森県及び国内にある
伝統文化を広く人々に伝え、継承する事業を行
うことによって、日本文化の振興と社会全体の
利益に寄与することを目的とする。

社会教育、文化・
芸術・スポーツ、
子どもの健全育
成

①民話かたりべ事業
②観光ボランティア活動
③各種（講師）講演活動
④地域の再発見講座
⑤生涯学習、青少年育成事業
⑥国際交流事業

青森市内（青森
県観光物産館）
他、青森県内全
域

090-66801375
(平日の9時～
18時)

017-7430394

すべての人々に対して、その個性と能力を十分
に発揮することができる男女共同参画社会の実
nakama@actv.ne.j http://ahs.aomor
現を図る活動に関する事業を行い、誰もがその
p
i.jp/susumerukai/
人らしく主体的に生きられる社会づくりに寄与す
ること。

まちづくり、人権
擁護・平和推進、
男女共同参画社
会形成

・講座や講演会等の開催に関すること
・調査研究及び普及・啓発に関すること
・個人や団体との交流、支援、相談及び場所の提供に関
することなど
・ピンクリボン活動や映画上映、イベント企画を通してさま
ざまなカタチで男女共同参画にアプローチ
カダールとアコールの指定管理者構成団体として事業を
企画運営

青森市男女共同
参画プラザ（カ
ダール）・青森市 0円
働く女性の家（ア
コール）

017-7358150

017-7358150

hakkouda@abeam http://npo.ocn.ne.jp
amic.com/

017-7418015

017-7418015

itsiennet_aomori
@yahoo.co.jp

特定非営利活動法人あおも
18 り男女共同参画をすすめる
会

H17年

特定非営利活動法人あおも
19
りみなとクラブ

千田 晶子

正会員
180人、
賛助・特 030-0962 青森市佃二丁目７番６号
別会員37
人

千田 晶子

030-0821 青森市勝田二丁目２４番７号 田村 隆文

渡部 正人

20

特定非営利活動法人ＩＴ支援
ネットあおもり

H17年

村口 理

22人

030-0945

21

特定非営利活動法人アート
コアあおもり

H17年

佐々木 高雄

29人

038-0042 青森市大字新城字平岡１６０
番地１０３９

017-7880483

017-7630071

特定非営利活動法人ドリー
22
ム工房

青森市桜川四丁目２９番７号
村口 理
村口方

H18年

近藤 龍太郎

28人

030-0966 青森市花園二丁目９番３７号

017-7630070

青森県内、主に
青森市内（中央
市民センター
他）

１．アート井戸端会議を随時開催
２．各種作品展、講座の開催及び協賛

青森市の「アウ
ガ」、八戸市「はっ
0円
ち」、一般市民の
住宅

【年額】5,000円

障害者に対して就労支援に関する事業を行い、
また、地域住民への啓発活動及び地域ボラン
dorihttp://www17.pla ティア育成事業を行うことにより、障害者が自ら
mu@cocoa.plala.o la.or.jp/aodorimu 望む地域で、地域住民への理解を得ながら、自
r.jp
/
立した生活を営めるよう総合的に支援し、もって
ノーマライゼーションの実現に寄与することを目
的とする。

１．保健、医療又は福祉の増進を図る活動
２．人権の擁護又は平和の推進を図る活動
３．職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活
動

ドリーム工房

【年額】1口1,000円～

障がい者を通所させ、生産活動の場を提供し、
sp6t56g9@forest. http://harmonyla
職業意識及び職業能力向上のための訓練を行
ocn.ne.jp
bo.web.fc2.com/
う。

就労継続支援B型事業所
ハーモニー作業所(平日AM９時～PM４時)

ハーモニー作業
所

【月額】1,000円

地域文化を含めた芸術文化を活動の核とし、町
づくり、子どもの育成、地域経済の活性化を推進
し、アート及びクラフトにかかわる活動、一般の
企画・運営、あるいはそのサポートを実施するこ
とで青森県の文化向上に寄与する。

H16年

北田 政友

12人

030-0136 青森市大字牛館字松枝６３
番地１

017-7298668

017-7298668

24

特定非営利活動法人青森県
精神保健福祉会連合会

H18年

一戸 博

395人

青森市大字三内字沢部３５３
佐々木 まさ
038-0031 番地９２（青森県立精神保健
子
福祉センター内）

017-7873951

017-7873956

精神保健福祉に関する普及啓発・相談、精神障
害者の社会復帰・自立及び社会経済活動への
参加促進への援助、等から精神障害者の福祉 保健・医療・福祉
の増進及び県民の心の健康づくりの推進に寄
与する。

①精神保健福祉に関する普及啓発
②精神保健福祉に関する相談
③精神保健福祉に関する研修会の開催等
④精神障害者を対象とした施設の設置運営、その他の
精神障害者の社会復帰促進事業
⑤精神障害者の福祉促進団体の育成及び支援

県内（青森市中
心）

25

特定非営利活動法人ふうあ
の会

H19年

長利 貞嗣

障害を持つ人々やそれに関わる人々が、地域の
中で心豊かにいきいきとのびのびと暮らしていく
ために、障害をのり越えて自立していくための支
援や活動をすることで、地域福祉の増進に寄与
することを目的とする。

障害福祉サービス、就労継続支援B型事業所「ふうあの
家」の運営

青森市大字沢山
字平野１４番地
「ふうあの家」、青
森市第二問屋町
４－６－２１「こ
こっと作業所」

特定非営利活動法人ジュニ
26 アグローバルトレーニングス
クール

H19年

白鳥 五大

特定非営利活動法人青森市
手をつなぐ育成会

H19年

鳥山 夏子

27

017-7578853

017-7578853

60人

030-0801

青森市新町一丁目13-7 和
田ビル３Ｆ

中橋 麻子

080-31446407

017-7237631

168人

030-0802 青森市本町四丁目１番３号

事務局
田

090-96318248

吉

【年額】2,000円

【年額】3,000円

特定非営利活動法人おおぞ
ら

長利 容子

https://www.fac
ebook.com/Junio
毎年夏休みの二泊三日、青森市およびその周
kudoken@wit.ocn. r-Global辺の施設を中心に国際交流を図るプログラムで
ne.jp
Training-School開催されるスクールです。
Aomori14919556848980
この法人は、青森市及び周辺地域に在住する知
的障がい児（者）と、その家族の福祉を増進する
aomorishi.ikuseik
と共に、地域社会に向けた知的障がい児（者）へ
ai@gmail.com
のノーマライゼイションの普及と啓発に関する事
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。

3/7

⑮団体からのひとこと

【年額】正会員：5,000円

0円

23

青森市第二問屋町四丁目６
番２１号

⑬_2こんな会員を募集し
ています

１．青森市港湾文化交流施設「青函連絡船メモリアルシッ
プ八甲田丸」・「青森港旅客船ターミナルビル」の管理運
営（青森市指定管理者）
２．青い海公園（八甲田丸地区）環境整備管理
主に青森港
３．クルーズ客船青森港寄港歓迎セレモニー支援
４．港の活性化イベント
５．海の勉強会 など

国内外の人々に対して、青森港及び青森市の
歴史・文化を広く人々に伝え、広く啓発する事業
を行うことによって、地域の振興と社会全体の利
益に寄与することを目的とする。

(1)情報ネットワークを利用して交流し、仲間作りを促進す
高齢者や障害者、子供たちへコンピュータやイン
社会教育、子ども る事業
http://itsienneta ターネットなどの情報通信技術の習得機会を与
の健全育成、各活 (2)パソコン教室及び相談会の開催
omori.blog.fc2.co える事により、これからのＩＴ時代における情報化
動団体への助言・ (3)パソコン指導者の育成
m
社会の活性化に貢献し、豊かで充実した社会の
援助等
(4)上記諸活動を行う個人又は団体を支援する事業
実現に寄与する事を目的とする。
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

http://artcore.net

030-0113

⑫会費

0円

国際交流、子ども
子供たちを中心として国際交流事業、ボランティア体験を
の健全育成、社会
青森市を中心
通じた社会教育事業、地域文化を活かしたまちづくり事
教育推進、まちづ
に、国内、世界
業
くり

保健・医療・福祉
社会教育
各活動団体への
助言、援助等

大きな行事として、前期はビアパーティ。後期はクリスマ
ス大会となっています。その他、昨年度法人後見を1件受
青森県内
任致しました。引き続き勉強会を行いながら、成年後見
の啓発活動を行って行きます。

パソコン講座や勉強会によるひとづくり、
法人の目的に賛同する
およびそれらのひとたちが核となってのＩ
方、パソコンなどを教える
Ｔを活用したまちづくりをお手伝いできれ
ことに関心がある方
ば幸いです。

【年額】1,500円

【年額】1,000～2,000円

0円

【月額】3,000円

沢山の応援・支援を頂きながら活動して
います。親も子も高齢化に向かい、イベ
ントと同時に成年後見の勉強をしていま
す。

青森市内ＮＰＯ法人活動内容一覧
№

28

①法人名称

②設立年

特定非営利活動法人青森
ヒューマンライトリカバリー

※H30年度またはH29年度に回答があった法人のみ掲載しています。

③代表者氏
⑤郵便番
④会員数
名
号（公開）

030-0936

桐原 尚之

⑤住所（公開）

⑤氏名
（公開）

H20年

大竹 辰也

30

特定非営利活動法人あおも
り観光・誘客推進協会

H20年

蝦名 文昭

特定非営利活動法人ソー
31 シャル・キャピタル・サービス
青森

H21年

野呂 毅

32

特定非営利活動法人大一朝
日・サポート

H21年

太田 竜生

10人

030-0823 青森市橋本三丁目２０番地１ 太田 竜生
４

33

特定非営利活動法人フレンド
ワークぼんじゅ

H21年

松野 信雄

23人

038-1311 青森市浪岡大字浪岡字細田 水谷
５３番地６

030-0862 青森市古川一丁目１４番３号 小笠原 秀樹
ブラックボックス１階

070-55977754

020-4664info@aoradi.com
3089

030-0801 青森市新町二丁目７番１６号 長内 利隆

080-16501118

017-7237246

038-0011 青森市篠田一丁目４番１号

鈴木 勇

34

特定非営利活動法人あおも
りふるさと再生機構

H21年

船越 和幸

80人

030-0802 青森市本町二丁目６番１９号 貴田 千代世

35

特定非営利活動法人ハート
スポット

H10年

種澤 勝一

17人

030-0843

36

特定非営利活動法人ワーク
あかり

H14年

田邊 文子

15人

37

特定非営利活動法人介護ス
テーション八甲

H21年

辻村 德美

10人

38

特定非営利活動法人中高年
福祉対策支援プロジェクト

39

特定非営利活動法人青森県
就労支援事業者機構

德差 国一

H22年

大坂 健藏

91人

⑤メールアドレス ⑤ホームページ
（公開）
（公開）

-

特定非営利活動法人あおも
りラジオくらぶ

15人、1
団体

⑤FAX
（公開）

青森市大字矢田前字弥生田
１番地４

29

14人

⑤電話（公開）

0172-622229

-

0172-622229

017-7775906

017-7775906

-

青森市大字浜田字豊田３６８
佐藤 貞子
番地

017-7734327

017-7734327

heartspot@royal.
ocn.ne.jp

030-0823

青森市橋本二丁目１９番地９
田邊 文子
号

017-7216466

017-7216466

038-0031

青森市大字三内字沢部２１９
辻村 德美
番地２２

017-7824524

017-7820849

030-0965

青森市松森一丁目１２番１６
号１階１号室

017-7528788

017-7528710

030-0861 青森市長島一丁目３番２８号 川嶋 勝美

017-7630763

017-7630764

⑧主な活動分野

⑨活動内容

⑩活動場所

⑪入会金

⑫会費

⑬_2こんな会員を募集し
ています

⑮団体からのひとこと

市民が主役になる情報発信を通じて、個
人、組織、地域の成長を支援していま
す。青森市の「市民ラジオ」をイメージし
ながら、青森市らしさ、青森市民が必要と
する情報など、インターネットを通じた発
信をしています。中でも、弊法人が運営
するインターネットラジオ局「Air＋（エアプ
ラス）」は、市民自らが番組オーナー（プ
ロデューサーやDJ）になり、番組を企画
制作して発信しています。青森市のヒト、
モノ、コトに注目しながら、人が輝く、地域
が輝く「最幸」の市民ラジオを目指してい
ます。

自由と平等を基礎とした社会を目指し、社会の
システム的な部分や意識的な部分に人権啓発
http://www.geoci
を行い、障害者が中心となって助け合いの心を
ties.jp/humanrigh
忘れず、個人の不可侵性を尊重し、個々の自立
tsrecovery/
生活と権利主張の促進に寄与することを目的と
する。

地域住民に対して、情報受発信力を身につける
事業を行うとともに、ラジオを中心にした媒体に
◎地域メディア・市民メディアで活躍する市民、組織の育
より住民間のコミュニケーションを促進し、地域 まちづくり、文化・ 成
http://www.aora
で必要とされる情報の掘り起こしとその情報を共 芸術・スポーツ、 ◎映像及び音声番組の企画制作・配信
主に青森市内
di.com/
有する事業を通じて、地域の安全とともに住民 地域安全
◎青森市はじめ各地のコミュニティFM放送の設置に向け
が自信と誇りを持って住める地域の創造に寄与
た取り組みの支援や助言、コンサルティング など
します。

青森県への観光客誘致に関する事業を行い、
青森県内各市町村の経済活性化とまちおこし・
まちづくり及び県内民間団体や企業等の活動の
活性化に寄与することを目的とする。

-

017-7779959

⑦団体の目的

-

情報通信技術を活用した事業などの企画・運営
を通して青森市を中心とした広域の活性化と利
便性の向上・発展を図るとともに、地域住民及び
企業の社会貢献活動に情報通信技術を活用し
て共有・支援をすることで持続可能な地域循環
型社会の基盤づくりの推進を目的とする。

【年額】
正会員：6,000円
サポート会員：1,000円
以上

団体の目的を理解できる
方。自ら情報発信したい
という意欲のある方。表
だけでなく裏舞台にも興
味がある方。

個人：0円
団体：200,000
円

【年額】
個人：3,000円
団体：360,000円

法人の目的に賛同され
る方

青森ねぶたへの大型スポンサー取付事業、観客動員事
青森県内
業、クラブツーリズム

環境保全、情報化
社会の発展、各活
動団体への助言・
援助等

・ソーシャルキャピタルサービスniconicoを運営していま
す。
・青森県が県内の小学生を対象に毎年開催している「ユ 主として青森県
ビキタス出前授業」にてユビキタス技術のデモ展示をして 内
います。

障害者のための就労支援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。

就労支援事業者の相談を受け、就労における収益増か
ら障がい者の所得向上を目的にボランティア活動を行っ
てまいりました。

障がい者の方々の社会復帰と社会における偏
見の是正を図ることを目的とする。

地域交流活動
(こぎん刺し等の作品をバザーで販売、福祉センター清
掃、交通安全運動参加)

フレンドワークぼ
んじゅ

青森県内の農山漁村地域を対象に、自然環境
に対する意識の高揚と社会啓発を図り、恵まれ
た景観や伝統的な風習・文化を保存し、将来に まちづくり、農山
http://www.npo県内農山漁村の地域資源､技術､人材等を活用した地域
受け継いでいくために、地域の資源、技術、人材 漁村・中山間地域
青森県内全域
afs.jp/
づくりの支援
を最大限に活用して環境の保存、再生を図ると 振興、環境保全
ともに、地域づくりの推進と創造に寄与すること
を目的とする。

回復途上にある精神障害者が仲間の交流や作
業体験を通して生活能力の拡大や対人関係の
保健・医療・福祉
回復を図り、就労意欲を啓発し社会復帰を目指
す。

藍染め、手芸(こぎん刺し、バック等)、金魚ねぶた作り、
調理実習、書道、ペン字、音楽療法、運動療法、施設見
学、各種展示販売、病気(幻聴、妄想)についての対応の
仕方、就労の斡旋。

ハートスポット事
業所、マエダガー
ラモール店１階
「うらら」、浅虫
「海鮮閣」等での
展示販売

生活訓練、研修、レクリエーション、その他の必
要な事業を行い障がい者が仲間同士の作業体
験を通して生活能力の拡大や対人関係の改善 保健・医療・福祉
を図り、障がい者の居場所と就労の意欲を啓発
し、社会復帰、自立を目指すことを目的とする。

創造的活動及び生産活動の機会の提供に関する活動
社会との交流の促進を図る活動

青森県内

hakkou1093@pea
rl.ocn.ne.jp

在宅で生活する高齢者に対して訪問介護などを
実施することにより、高齢者が安心して住めるま
ちづくりをめざし、福祉の向上に寄与することを
保健・医療・福祉
目的とする。また、在宅で生活する障害者及び
障害児について、地域における障害者等の自立
生活及び社会参加を促すことを目的とする。

病院、学校、施設等への送迎
生活一般の介護
病院、買い物等の付き添い

市内

-

中高年者が抱える数々の問題点についての支
援、助言、協力を行うとともに、超高齢化社会に
向けての高齢者福祉を促進するための活動を
行うことにより、不特定多数の市民が幸せと豊
かさを実感でき、安心して生きがいある生活と地
域の創造、発展に寄与することを目的とする。

-

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
https://www.ao- 重要であることにかんがみ、青森県内において
kousei.com
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。

4/7

0円

(1)犯罪者等の雇用に協力する意思を有する事業者(以
下｢雇用協力事業者｣という。)の増加を図る事業 (2)犯罪
者等の就労に関する保護司、更生保護施設等からの要
請を把握し、それをハローワークに伝達する事業 (3)雇
用協力事業者に犯罪者等の就労の受入れを要請するな
どして犯罪者等の求人の情報を把握し、それをハロー
ワークに伝達する事業 (4)雇用協力事業者が犯罪者等
を雇用した場合におけるその給与支払いの助成事業
青森県内
(5)雇用協力事業者が犯罪者等を雇用する場合における
身元保証制度の広報及び斡旋事業 (6)犯罪者等が参加
する事業所での職場体験講習、就労セミナー及び見学
会等の実施事業 (7)犯罪者等の就労支援活動に従事す
る者に対する研修、指導及び顕彰事業 (8)犯罪予防を
図るための世論の啓発及び広報事業 (9)その他第３条
の目的を達するために必要と認める事業

【年額】1,000円

0円

【年額】1,000円

0円

0円

【年額】1口2,000円(1口
以上50口以内)

青森市内ＮＰＯ法人活動内容一覧
№

①法人名称

②設立年

※H30年度またはH29年度に回答があった法人のみ掲載しています。

③代表者氏
⑤郵便番
④会員数
名
号（公開）

⑤住所（公開）

⑤氏名
（公開）

⑤電話（公開）

⑧主な活動分野

⑨活動内容

ichinohe@hkg.odn
.ne.jp

090-19398832

ringsite16@yahoo
.co.jp

文化財の保存・活用及び文化財保護思想の向
上等を図ることを目的とする。

017-7661320

hodaacha@yellow.pl
ala.or.jp

青森市周辺地域に存在する在住する高齢者、
障がい者とその家族、子ども達が共に人間らしく
豊かに暮らしていくための事業を行い、地域福
祉の増進に寄与することを目的とする。

017-7522725

017-7522277

info@platformaomori.org

青森市岡造道三丁目４番２７
030-0914
沼田 久美
号

080-28091766

017-7412272

青森市内において、子育て中の親とその支援者を対象
子育て支援、社会 に講座の企画・運営、家庭訪問型子育て支援、多世代交
子育て家庭を応援し、みんなで子育てをする社 教育、男女共同参 流広場を行う。①NPプログラムの開講。②ホームスタート
http://www.coco
mail@cocoao.net
会を目指す。また、子育て支援活動による社会 画社会の形成促 (家庭訪問型子育て支援)の実施。③親業訓練(コミュニ
ao.net
参画の場の提供を通し、女性の自立を目指す。 進、子どもの健全 ケーションプログラム)の講座・講演。④子育て支援者研
育成
修会の企画・運営。⑤多世代交流広場「ココかれっじ」の
開設。

青森市大字三内字丸山１６５
秋元 隆之
番地８０

017-7528845

017-7528846

障がい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、介護保険法、生活保護法
等による各種福祉サービス事業を通して、高齢
者、障がい者が個人の尊厳を保持しつつ地域社
会において自立した生活を送ることができるよう
支援を行うことにより、社会参画の実現と社会福
祉の増進に寄与することを目的とする。

障害を持つ人たちが地域の中で心豊かに暮らし 保健・医療・福
ていくために、彼らの活動や生活を支援し、誰も 祉、職業能力開 障害者の日中活動支援事業、生活支援事業
が住みよい社会を目指すことを目的とする。
発・雇用機会拡充

H22年

一戸 佐登史

19人

030-0802

41

特定非営利活動法人リング
サイト

H22年

工藤 大

14人

030-0821 青森市勝田一丁目８番１２号 工藤 大

42

特定非営利活動法人ドアドア
らうんど・青森

H23年

佐藤 智子

11人

038-0003

青森市大字石江字江渡１０４
佐藤 隆廣
番地１３

017-7661320

43

特定非営利活動法人プラット
フォームあおもり

H23年

米田 大吉

039-3501

青森市大字浅虫字蛍谷６５
番地５２

米田 大吉

沼田 久美

23人

⑦団体の目的

017-7779090

特定非営利活動法人青森県
教師力向上支援サークル

H20年

⑤メールアドレス ⑤ホームページ
（公開）
（公開）

青森県内の教育関係者、保護者及び児童生徒
等に対して、子どもの健全育成を図ろうとする精
神のもと、授業技量及び教育技術向上のための
研修会、各種体験教室、教育や子育てに係る情
報提供サービス等の支援事業を行い、学校、家
庭及び地域の教育力の向上に寄与することを目
的とする。

40

特定非営利活動法人子育て
44
応援隊ココネットあおもり

⑤FAX
（公開）

青森市本町五丁目３番６－７
一戸 佐登史
０３号

ひとりでも多くの青森県民が望ましい働き方がで
きるように、１社でも多くの企業が安定して雇用
http://platform- を継続しうる経営ができるように、「継続的な雇
aomori.org/
用を実現するための企業経営支援」、「人材を育
成し定着させるナレッジの共有」、「働く人の自立
を支えるキャリア支援」を一元的に行う。

①授業技量及び教育技術向上のための研修会事業
②子ども体験教室事業
③青森県五色百人一首大会事業

社会教育、文化・
芸術・スポーツ、 文化財の調査、研究、記録保存の支援、情報提供等
子どもの健全育

経済産業省補助事業地域企業人材共同育成事業受託
運営、経済産業省補助事業地域中小企業・小規模事業
者人材確保等支援事業（地域人材バンク事業）受託運
営、県内大学等のキャリアプログラムの企画運営、企業
支援セミナーの企画運営など

46

特定非営利活動法人わいわ
いしらかば

H24年

前田 保

14人

030-0844

青森市桂木二丁目１２番地２
最上 太平次
８

017-7352020

017-7352020

47

特定非営利活動法人Ｆａｉｒ Ｔｒ
ａｄｅ Ｆｉｓｈｅｒｙ．

H23年

野呂 英樹

13人

030-0852

青森市大字大野字若宮４６
番地１９

野呂 英樹

090-58349992

017-7397553

48

特定非営利活動法人アカシ
ヤの会

H23年

関 光子

12人

030-0966

青森市花園一丁目２７番１０
号

関 光子

017-7447385

017-7447385

49

特定非営利活動法人北東北
捜索犬チーム

H24年

岩本 良二

55人

038-1342

青森市浪岡大字樽沢字村元
岩本 良二
３６５番地４

0172-627213

0172-627213

犬と人が一体となって、社会の安全・安心のた
k9kitatouhoku@y http://www.sous めに貢献することを目的とする。コンセプトは、
ahoo.co.jp
akuken.com/
“真に社会に役立つ捜索犬を育てよう！”であ
り、日々厳しい訓練を行っている。

50

特定非営利活動法人地域活
性化協会

H24年

山内 春樹

19人

039-3501 青森市大字浅虫字蛍谷６４
番地

山内 春樹

017-7522647

017-7522645

-

工藤 信孝

20人、1
団体

030-0944 青森市筒井一丁目９番１３号 熊谷 素子
ニュータウンこん６号

070-54798514

017-7410836

青森市民を中心に広く個人、団体に対して伝統
芸能の継承と人材育成、地域のコミュニケーショ
①伝統文化の継承と育成に関わる事業
jawamegitai@gmai http://jawamegit ンとネットワークづくりに関わる事業を行い、
まちづくり、文化・ ②地域振興と活性化に関わる事業
l.com
ai.or.jp
個々の地元への愛着を滋養し、伝統芸能文化 芸術・スポーツ
③県内外での青森ねぶた運行に関わる事業
の理解と発展、地域の活性化、人材育成及び青
④会員及び他団体や個人との交流を図る事業
少年の健全育成に寄与することを目的とする。

030-8540 青森市新町二丁目３番１号

017-7349909

017-7348275

特定非営利活動法人青森
51
じゃわめぎ隊

特定非営利活動法人青森県
52 スポーツ・レクリエーション連
盟

53

54

特定非営利活動法人ビル
シャナ

特定非営利活動法人賛否両
論

H24年

H25年

相馬 錩一

37団体

H25年

溝江 武次

12人

H25年

宮川 幸治

16人

田中 良子

038-0004 青森市富田二丁目１５番６号 溝江 巧

030-0915

青森県青森市小柳4-9-2 県
根井 友則
営小柳1-103号

017-7630073

017-7414140

017-7630074

017-7414160

-

http://www.npo- 青森の魚を多くの人に知ってもらい、水産業から
ftf.jp/
地域活性化を図ることを目的とする。

とじこもりを防ぐために対人関係をつくる

-

青森県全地域とその地域住民に対して、スポー
ツの振興とスポーツを通してのまちづくりや子供
http://chiikikass
や老人の福祉増進を図る活動に関する事業を
eikakyoukai.com/
行い、明るく健康的でスポーツの盛んな地域の
創造に寄与することを目的とする。

誰もが生涯にわたり、心身ともに健康で明るく豊
かな生活を送ることができるよう、総合的な健
康・体力づくりを推進し、スポーツ・レクリエーショ
ンの普及振興を図り、生涯スポーツに関する事
業を行い、地域の活性化や生涯スポーツ社会の
実現と生きがいづくりに寄与することを目的とす
る。

障害を持つ方々が、地域社会において生活の向
上を図り、個人の尊厳を保持しつつ自立した生
活を営むことができるよう、各種障害福祉サービ
info@vairocana.or http://vairocana.
ス事業を通して適切な支援を行い、すべての人
.jp
or.jp/
が障害の有無によって分け隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する
社会の実現に資することを目的とする。

①水産に関する調査、研究及び技術の普及に関する事
業
②漁村の活性化に関する事業
③魚食文化普及事業

⑬_2こんな会員を募集し
ています

⑮団体からのひとこと

青森県内

0円

【年額】5,000円

青森県全域

県立保健大学・ア
ピオあおもり・青
0円
森市内市民セン
ター等

青森市内

【年額】5,000円

子育てに優しい視点をお
持ちの方・子育て当事者

【年額】正会員
個人：1,000円
団体：2,000円
0円
【年額】賛助会員
個人：500円
団体：1,000円

0円

青森県内及び東
5,000円
京都内

0円

【年額】5,000円

洋裁、編物、手芸等々参加者の能力にみあった技術を選 中央１丁目及び
択して指導する。
花園２丁目
①山菜取り、認知症、自然災害等の行方不明者の捜索
活動
青森県、岩手県、
正会員のみ
②お年寄りや子ども達とのふれあいを通じた社会福祉活 秋田県及びその
1,000円
動
周辺地域
③災害救助犬及び嘱託警察犬（捜索）の育成

【年額】
正会員：2,000円
賛助個人会員：3,000円
賛助団体会員：10,000
円
サポーター会員：会費な
し

まちづくりイベント事業やまちづくりに関する商品開発及
び販売事業を中心に行い、地域活性化を行う。

青森県全地域

【年額】2,000円

青森県内外

【年額】
個人：3,000円
団体：50,000円

0円

①種目団体として「あなたにフィット！スポレク推進事業」
を実施
県内各地
②青森県民スポーツ・レクリエーション祭の運営等
③生涯スポーツの普及振興のためのPR

就労継続支援Ａ型事業所の運営

社会資本の適切な整備と美しい環境の維持保
全、再生可能エネルギーを活用した農林水産業
・再生可能エネルギー事業
の安定的な振興等、最小投資で最大の効果を
観光振興、農山漁 ・農林水産業事業（中山間地域振興策もふくめ）
上げる社会に誘導することにより、豊かなまちづ
村・中山間地域振 ・県産品と他地域とのコラボ商品の開発・提案
くりと新たなビジネスの創出や雇用拡大を誘発
興、環境保全
・環境保全事業
する事業を行い、少子高齢社会に則した地域の
・積雪地域のまちづくり企画提案
活性化と住民生活の向上に寄与することを目的
とする。

5/7

⑫会費

各種公共施設

保健・医療・福
祉、職業能力開 ・障がい者自立支援法に基づく障がい福祉サービス事業
発・雇用機会拡
・ホームページ等による障がい者就労に関する情報提供 主に青森市内
充、各活動団体へ や利用者の募集
の助言・援助等

H23年

秋元 隆之

⑪入会金

NPOドアドアらう
障がい者の就職支援及び就労支援事業、障がい者総合
んど・青森（青森
支援法に基づく障がい福祉サービス事業、アート創作活
市石江字江渡１０
動事業、地域生活支援事業、地域交流事業
４の１３）

特定非営利活動法人エスペ
45
ランサ

038-0031

⑩活動場所

青森市富田二丁
目１５番６号

青森県内

【年額】1,000円

【年額】10,000
円

【年額】10,000円

青森が大好きな方、
「じゃわめぐ」ことに興味
がある方

青森じゃわめぎ隊は、これまで東日本大
震災の被災地でのねぶた運行を毎年
行っております。また、「じゃわめぐ音の
会」「跳びだせ！こどもハネト」といった、
子供たちを中心としたイベントも毎年開催
しております。「じゃわめぐ」気持ちを大切
に、みんなで青森をもりあげませんか？

青森市内ＮＰＯ法人活動内容一覧
№

①法人名称

②設立年

※H30年度またはH29年度に回答があった法人のみ掲載しています。

③代表者氏
⑤郵便番
④会員数
名
号（公開）

⑤住所（公開）

⑤氏名
（公開）

⑤電話（公開）

55

特定非営利活動法人ういむ
い未来の里CSO

H25年

小山内 誠

45人

030-0813 青森市松原三丁目１９番１号 小山内 誠

56

特定非営利活動法人青森成
年後見センター

H26年

秋谷 進

27人

030-0919 青森市はまなす一丁目１５番 秋谷 進
１８号

017-7262694

57

特定非営利活動法人いのち
の教育ネットワーク

H26年

長尾 慶子

30人

030-0823 青森市橋本二丁目１６番３号 松山 明絹子

017-7635314

58 特定非営利活動法人恵の里

H27年

有馬 廣

9人

030-0915 青森市小柳二丁目１番４号

有馬 廣

017-7438730

17人

030-0962 青森市佃一丁目２０番１６号

飯塚 直幸

090-45582090

038-0015 青森市千刈三丁目２番９号

長谷川 孝治

017-7764102

59

特定非営利活動法人あおも
りアーティスト市場

H26年

三上 省子

60

特定非営利活動法人弘前劇
場

H27年

中村 照一朗

090-19385810

61 特定非営利活動法人ＳＯＬＯ

H27年

佐々木 恵美
子

29人

030-0801 青森市新町一丁目１０番１２
号

017-7350330

62 NPO法人コミュサーあおもり

H27年

西川 智香子

26人

030-0861 青森市長島二丁目４番１９号 西川 智香子

070-53282442

特定非営利活動法人子育て
63 オーダーメイド・サポートこも
も

設立：H19年
法人化：Ｈ27 橋本 歩
年

24人

030-0821 青森市勝田二丁目７番３号

橋本 歩

特定非営利活動法人ふたつ
の虹

H28年

小山内 美和
子

22人

030-0801 青森市新町一丁目２番５－１ 小山内 美和
７０２号
子

017-7520912

65

特定非営利活動法人日本ヨ
ガ連盟 青森エリア

H12年

奥﨑 憲子

15人

O38-0031 青森市三内沢部192-2

080-18110982

66

67

ＮＰＯ法人 青森音楽療法研
究会

特定非営利活動法人青森県
防災士会

H11年

H18年

佐々木 純子

小山内 敬子

5５（団体 030-0943
青森市幸畑1丁目9番5号
含む）

161人

青森市中央３丁目２０番３０
030-0822 号
青森県ボランティア・市民活
動センター内

事務局

小笠原 正弘

017-7526084

osanai@anponet.jp

⑦団体の目的

⑧主な活動分野

017-7185536

http://uimuiciao.jp

http://www.aokouken.jp/

当センターは認知症、知的障害、精神障害など
により、物事を判断する能力が十分ではない方
が不利益を被らないよう、国が定めた「成年後見
制度」を活用して、本人の権利と尊厳を守ること
を目的に設立されました。

青森県内

創作活動を行うアーティストへの活動支援。

保健・医療・福
祉、人権擁護・平
和推進、男女共同
参画社会形成

017-7520912

【年額】 3,000円

【年額】
正会員：3，000円
賛助会員：5，000円
※何口でも可

法人の目的に賛同する
方

0円

【年額】1,000円

法人の目的に賛同する
方

なし

文化・芸術・ス
ポーツ
まちづくり
各活動団体への
助言、援助等

各地域で活動に対する支援、福祉施設等での慰問活
動、地域での交流活動

青森県内

2,000円

舞台演劇の公演

青森市内

【年額】5,000円

⑮団体からのひとこと

子どもたちの詩の朗読 プロミュージッ
シャンのコンサート 森の歌大合唱など
森の中で 森の風に吹かれながら愉しみ
目的に共感できる方なら
ます フリーマーケットも計画中です
どなたでも
川あそび 森歩き ターザンブランコなど
子どもが驚喜する森の事業です

0円

障がいのある方が就労できるよう、就労場所を提供し、
就労意欲の向上に努めます。リサイクルをテーマに活動
青森県青森市
し、廃材を非鉄金属へ加工したり、古着や着なくなった着
物で裂織という織物を作っています。

一人暮らしの単身者が急増する状況を踏まえ、
高齢者、障がい者のみならず、全ての困難を抱
える単身者、同居されている方がいても身近に
支えとなる方がいない方を対象に、生活、福祉、 保健・医療・福
介護、まちづくり等に関する事業を行い、一人暮 祉、人権擁護・平 生活支援、身元保証、終焉時支援、生きがい支援
らしの人々に関わる問題の改善や解決、人間ら 和推進
しい豊かな生活と自己現実の向上を目指し、
もって地域社会の福祉増進に寄与することを目
的とする。

⑬_2こんな会員を募集し
ています

平成26年から活動を開始して4年目に入
りました。当センターの活動も徐々にでは
ありますが認知されてきており貢献も増
加してきています。一緒に後見を支援し
てくれる方を募集しています。

H２９年から地域交流育成福祉活動支援
おひさまの村と合併いたしました。
これにより更に、子ども・若者の自立支援
を深めていきます！

当会の活動に賛同してく リサイクルと利便性、そして豊かな生活を
ださる方
目指して頑張っていきます。

【年額】3,000円

おひとりさま、高齢者、身元保証人のい
ない方、介護している方、遠距離家族の
方などの日常の困りごとから終焉時まで
をご支援します。

利用会員：5000 利用会員：6000円
円
登録会員：3000円

身近にサポートしてくれ
る方がいない方。

結婚支援活動
地域住民を対象に、結婚活動や子育て支援、自
社会教育、子供の 不登校または不登校気味の生徒・保護者の居場所作り
komyusa.aomori. http://コミュサー 己啓発の推進、人と人とのつながりが生まれる
健全育成、男女共 (ひだまりカフェ)
npo@gmail.com
あおもり.com/
交流の場の提供等を行うことで、地域活性化に
同参画社会形成 男女共同参画社会の形成促進活動
取り組んでいます。

主に青森市内

0円

小さな取り組みではありますが、学校以
一緒に活動してくれる方
外での居場所づくりの活動を市を含め広
お待ちしています
めていきたいと思っています。

産前産後期間及び乳幼児から小学生の育児期
間にある女性及びその配偶者並びにそれらの
者を雇用する企業に対し、育児経験者のスキル
http://comomoaomoricomomo@
を活かしたサポートや、安心して出産と育児に臨
aomori.jimdo.com
gmail.com
める環境づくりなどの事業を地域全体にわたっ
/
て実施することにより、笑顔あふれる幸せな育
児生活の実現及び出産率の増加に寄与するこ
とを目的とする。

青森市内
（産前産後ヘル
パー派遣は弘前
0円
市、黒石市、おい
らせ地区もありま
す。）

http://doublerainbow.jp

noriko-o879@hotmail.co.jp

mt_aomori@yaho http://www.
o.co.jp
aomori-mta.org

017-7181474

経済的困難を抱える子どもやその家族、若者の居場所
づくり。
児童福祉施設退所などの子ども・若者の自立支援（生活 青森県
支援）

⑫会費

青森市（浪岡地
区を除く）

info@doublerainbow.jp

http://soloaomori.org/

①成年後見制度の申し立援助
②成年後見制度等の相談
③任意後見制度の活用
④セミナー、研修会の開催

⑪入会金

保健・医療・福
祉、文化・芸術・ス
ポーツ、職業能力
開発・雇用機会拡
充

https://www.fac
多くの人々に対し舞台芸術など芸術文化活動を
ebook.com/hirog
行うことにより、地域における芸術文化の振興、
eki/
活性化に寄与することを目的とする。
（フェイスブック）

017-7520942

⑩活動場所
青森市浪岡王余
魚沢（森林）
五所川原市梅
田（りんご園）
青森市横内（市
民農園）

npo214megumi@ http://npo214me
障害者の就労継続支援
yahoo.co.jp
gumi.jimdo.com/

info@soloaomori.org

⑨活動内容

市民農園運営（家庭菜園 オーナー制りんご園）
有為（うい）と無為（むい）の複眼的視点を切り口
社会教育、まちづ 森林保全（森の整備 森林教育 森林内でのイベント多
に、広く市民に対して「いのち」の多様な連鎖に
くり、子どもの健 数）
基づく新しい「市民社会」（Civil Society）づくりに
全育成
終活支援（セミナー開催 エンディングノート作成）
寄与することを目的とする。す

子供たちとその親、子育てに関心のある個人や
団体に対して、主に子供たちとともに、いのちの 保健・医療・福
ohisamamamaco https://ohisama大切さ・尊さなどを伝える事業を行い、心の豊か 祉、社会教育、子
m@gmail.com
village.com/
さを実感できる地域社会に実現に寄与すること どもの健全育成
を目的とする。

090-6258788

070-64963669

⑤メールアドレス ⑤ホームページ
（公開）
（公開）

017-7262694

090-29978051

64

奥﨑 憲子

⑤FAX
（公開）

保健・医療・福
祉、子どもの健全
育成、各活動団体
への助言・援助等

難病である毛細血管拡張性運動失調症（A-T）
の全貌解明、治療法の開発研究等を行う研究
者・団体等に対する研究助成を行い医学の進歩
保健・医療・福
に寄与するとともに、（A-T）に苦しむ方々がとも
祉、各活動団体へ
に支え合い、勇気づけ合うことにより患者・家族
の助言・援助等
に生きる喜び、希望を与え、同時に広くこの病気
を認知してもらい、研究者・患者・家族の輪を広
げることを目的とする。

★産前産後プランニング＆ヘルパー派遣
★産前産後ヘルパー養成講座
★こももＣａｆｅ（八戸市のみ）
★おさんぽひろば はれるや運営
★青森にプレーパーク作り隊

（１） 毛細血管拡張性運動失調症に関する研究者等に対
する助成事業
（２） 毛細血管拡張性運動失調症に関する研究者等に対
する助成事業実施のための募金活動
（３） 毛細血管拡張性運動失調症に関する啓発・広報事 青森県内
業
（４） 毛細血管拡張性運動失調症患者、家族及び研究者
の交流事業
（５） その他目的を達成するために必要な事業

子どもから高齢者まで、幅広い人々に対し、健康維持増
保健・医療・福
地域社会の発展、健康社会実現のため、ヨガを
進と病気予防を目的として、ご依頼いただいた先に講師
祉、子どもの健全
青森県内
通じて社会貢献活動を行う。
が伺います。地域貢献活動、被災地復興活動、人材育
育成
成、調査研究、広報活動などを行います。
音や音楽、または楽器による心身への“力”を学
び、教育・医療・福祉などの現場で、より効率的
に利用できるよう実践・研究すると共に、音楽を 保健・医療・福祉
通じて人々がふれあうことにより、広く一般市民 子どもの健全育
に対して人間としての尊厳、個人としての思いを 成
大切にし、調和のある豊かな生活を誰もが送れ
るよう、援助することを目的とする。

（１）音楽療法の普及啓発及び音楽療法にかかる人材の
育成（音楽療法セミナーやステップアップ講座の開催、音
楽療法士資格認定など）（２）音楽療法に関する調査及び 青森県内
研究（３）音楽療法の実践活動と実践活動への支援（音
楽療法委託事業、講師派遣事業など）

まちづくり、災害 地域住民の防災力向上になるよう各関係機関とともに活
bousai@aomoribo http://www.aomo 「自助」「共助」「協働」を原則として防災、減災活
救援、各活動団体 動防災アドバイザーとして、いろいろな団体への講師等 青森県内
usaishi.jp
ribousaishi.jp/
動を地域と一緒に進める
への助言、援助等 の派遣
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正会員 5,000円

【年額】3,000円

【年額】
個人：5,000円
個人：5,000円
団体：10,000円
団体：10,000円

0円

正会員 5000
円
賛助会員1000
円
※学生会員は
正会員の半額

0円

正会員6千円
賛助会員3千円

こももの活動内容に興味
のある方、子連れで楽し
みたい方、自分も楽しみ
たい方。お子さんがい
らっしゃってもいらっしゃ
らなくても一緒に活動を
楽しむことができます。
自分のできることで誰か
の役に立ちたい人はぜ
ひ一緒に活動しましょう

様々な活動を全力で取り組んでおりま
会の目的に賛同していた す。
だける方
皆さまのご指導、ご支援、ご協力を賜わ
りますよう何卒宜しくお願い致します。

ヨガを通じて社会貢献し
たい方

正会員 団体5000円
×2口以上
(年額) 個人5000円
賛助会員 団体3000円 音楽療法に興味のある
×3口以上
方、当研究会を支援した
(年額) 個人3000円
い方
※学生会員は正会員の
半額

会員：【年額】3，000円
賛助会員：一口1，000
円

妊産婦家庭のお手伝いをしてみたい方、
赤ちゃんとふれあいたい方、赤ちゃん連
れでお友達がほしい方もぜひどうぞ。一
度遊びに来てください。

法人の目的に賛同する
方

楽器には自信がないという方も、対象者
と関わることから始めてみませんか？私
たちと音楽療法を学びながら、一緒に活
動しましょう。

町会、職場等防災教室を行うとき、お手
伝いします。

青森市内ＮＰＯ法人活動内容一覧

※H30年度またはH29年度に回答があった法人のみ掲載しています。

③代表者氏
⑤郵便番
④会員数
名
号（公開）

№

①法人名称

②設立年

68

特定非営利活動法人青森県
空き家対策サポート協会

H27年

北山 英之

10人

038-0022 青森市大字浪館字平岡３８
番地４

69

特定非営利活動法人ラ・シャ
リテ

H17年

大坂 潤

１１人

030－0113

特定非営利活動法人青森地
70
域再生コモンズ

Ｈ24年

川嶋 勝美

⑤住所（公開）

⑤氏名
（公開）

北山 英之

青森市第二問屋町3丁目3番
大坂 潤
31号

青森市本町1-2-20青森柳町
030-0802
中田 憲飛人
ビル7Ｆ （事務局）

⑤電話（公開）

⑤FAX
（公開）

017-7829096

017-7829097

017－7396541

017-7622357

017-7777756

017-7777756

⑤メールアドレス ⑤ホームページ
（公開）
（公開）

⑦団体の目的

⑧主な活動分野

⑨活動内容

⑩活動場所

⑪入会金

⑫会費

空き家・空地問題を抱える人々を対象とした空き
まちづくり、地域
家・空地の再生、管理、運用等のサービスの提
安全、経済活動活
供を行うことを通して、地域社会の活性化に寄
性化
与することを目的とする。

①空き家・空き地の管理及び有効活用(売却、賃貸、運
用)
青森県内
②青森、八戸、弘前、地元不動産会社、ビルダー紹介い
たします

0円

0円

Ra_syarite@yaho http://rasyarite.
o.co.jp
web.fc2.com/

住まいに不自由を感じられているご高齢の方に
保険・医療・福祉
廉価なバリアフリーの賃貸住宅を提供する事を
まちづくり
目的としています。

青森市内にシニアパンション、シルバーピュアの名称で6
北海道、東北、四
か所（居室数89）のサービス付き高齢者向け住宅を運
なし
国
営。法人全体では92か所

なし

bwz20042@nifty.
com

この法人は、青森県および北海道またはその他
の日本の都府県において、これらの地域に暮ら
す人びとを対象に、地域の活性化に資する調
査、研究、企画、助言、協力、支援などの事業を
行ない、地域のまちづくりや産業づくりの推進、
地域の福祉の増進、雇用機会の拡充に寄与す
ることを目的とする。

1.まちづくり・産業づくりにかんする調査、研究および企画
事業
2.まちづくり・産業づくりにかんする政策提言事業
青森県内
3.まちづくり・産業づくりの推進及び団体の運営事業
4.これらの事業に関連する広報の事業

ｈｔｔｐ：//ｗｗ
ｗ.ab.auonenet.jp/kita1351
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保健・医療・福
祉、まちづくり、経
済活動活性化、職
業能力開発・雇用
機会拡充、各活動
団体への助言、援
助等

0円

⑬_2こんな会員を募集し
ています

正会員（個人会員）：年
会費 3,000円
正会員（団体会員）：年
法人の目的に賛同する
会費10,000円
方
賛助会員：年会費1,000
円

⑮団体からのひとこと

平成24年7月より、遠方から県立中央病
院等へ通院・入院する患者さんや、入院
患者の付き添いを希望するご家族のた
めに、旧県公舎の一部を利活用した宿泊
施設「ファミリーハウスあおもり」の運営を
行っています。

