北本市内に事務所を置く特定非営利活動法人
No.

法人名

役職

代表者

1 日亜友好会

理事長

松浦 正典

〒364-0023
福音診療所内
北本市大字下石戸下1549番地5

592-2862 593-5067 nichia@zephyr.dti.ne.jp 民の友好を促進することに寄与することを目的とする。

2 埼玉SOHO

理事長

髙橋 伸治

〒364-0035
北本市西高尾1丁目214番地

支援し、情報技術が市民の福祉を向上させる方向に活
593-0077 593-0077 nposoho@soho-salon.com

3 さいたま山に親しむ会

4 燈台

理事長

理事長

7 北本市手をつなぐ育成会

8 北本雑木林の会

9

羽鳥 明

〒364-0024
北本市石戸7丁目46番地

〒364-0021
北本市大字北本宿161番地4

河井 宏暢

〒364-0011
北本市朝日2丁目238番地

代表理事 田中 百枝

〒364-0014
北本市二ツ家1丁目167-3

5 あさひスポーツ・文化クラブ 理事長

6 北本たんぽぽの会

上野 司

住所

理事長

理事長

〒364-0021
久保田 敏江
北本市大字北本宿159番地29

白川 學

〒364-0021
北本市大字北本宿151番地3

北本福祉の会かがやきの
〒364-0026
代表理事 小間坂 藤枝
郷
北本市荒井3丁目79番地

10 すきっぷ

理事長

島田尚子

〒364-0027
北本市栄1番地

住所２

電話番号

FAX

E-mail(連絡用)

2012/12/20現在
設立目的
保健・医療・教育事業を通して、日本とアジア地域の住

認証日

登記日

1999/10/1

1999/10/20

2001/10/12

2001/10/23

2003/6/3

2003/6/13

新しい就業形態として広まりつつあるSOHOワーカーを
用される社会づくりのために活動することを目的とする。

グリーンハイツ北本
105

592-2814 592-2814 info@saitama-mt.jp

子どもから中高年まで様々な世代の人々に対して、広く
登山を中心とする野外活動の魅力を伝えることに関す
る事業を行い、子どもの健全育成や人々の健康増進・
余暇の充実に寄与することを目的とする。

南福音診療所内

todai87@jca.apc.org
（団体）
591-7191 591-9668 minamifukuinogino@xqj.biglobe.ne.jp
（荻野）

アフガニスタン難民及びアフガニスタン共和国国民のた
めに、同国内とその周辺地域において、医療及び教育
等の活動を通して、同国難民等の福祉と健康の向上
に、寄与することを目的とする。

2003/11/10

2003/12/2

593-1001 580-4778 ascc@ascc.jp

地域の乳幼児から老人、障害の有無に関わらずすべて
の地域住民に対し、スポーツや文化活動を通して、健
康、福祉、子育て支援ならびに地域交流と振興、育成に
関する事業を行い、地域の方々の健康増進をはかり、
市民生活の向上に寄与することを目的とする。

2005/3/30

2005/4/12

2005/9/12

2005/9/27

2005/10/27

2005/11/9

ワコーレRG北本ス
ポーツクラブ内

障害者が生まれ育った地域で社会的自立を確立するた

592-6070

tanpopo@space.ocn.ne.jpめに生活ホームの設立と運営及び支援を行い、社会福
祉の増進に寄与することを目的とする。

在宅の心身障害者に対し、身近な地域で通所により必
要な自立訓練や授産活動の場として地域デイケア施設
593-4288 591-0023 hureainoie@ksn.biglobe.ne.jp
の運営及び支援を行い、心身障害者の社会参加を促進
することで福祉の増進に寄与することを目的とする。

zouki3@tcat.ne.jp （白
川）
593-0448 593-0448
hi-yoshida@tbb.tcom.ne.jp （吉田）

緑豊かな潤いのあるまちに住むことを願い、北本市街地
の雑木林の保全・創出に関する事業を、市民、行政との
協働で行うことによって、緑のまちづくりの促進に寄与す
ることを目的とする。

2006/4/24

2006/5/1

593-5028 593-5028

精神障害者の人権と意思を尊重し、その家族と共に地
域の中で社会人として豊かな人生を送ることが出来るよ
う社会資源の充実を図り、社会参加を促進するための
事業を行い、もって地域社会の精神福祉の増進に寄与
することを目的とする。

2006/12/20

2006/12/26

特別支援学校・特別支援学級に在籍する児童・生徒および障
害者手帳を有する普通学級に在籍する児童・生徒およびそれ
に相当する児童・生徒に対し、放課後や長期休業中も充実し
た生活を送れる場を保障し、子どもたちが集団生活の中で
様々な体験を通して、協調性・社会性を身につけることを目的
とする。

2009/5/7

2009/5/15

591-7018

kagayaki-kabazakura@y4.dion.ne.jp

北本市内に事務所を置く特定非営利活動法人
No.

法人名

役職

代表者

住所

11 維持管理支援センター

代表理事 倉澤 勇

〒364-0007
北本市東間6丁目218番地３

12 ギニアネットワーク

理事長

齊藤 信雄

〒364-0031
北本市中央3丁目56番地

三宮 幸雄

〒364-0035
北本市西高尾1丁目259番地

13 荒川藁の会

理事長

住所２

電話番号

FAX

2012/12/20現在

E-mail(連絡用)

設立目的

認証日

登記日

道路、橋梁、上下水道、河川等の公共土木施設、及び
建築施設に対し、点検やパトロール等の維持管理を行
い、施設の長寿命化と安全・安心な施設の管理・運営に
寄与することを目的とする。

2009/10/5

2009/10/14

日本国内の資源リサイクル活動を通じて、ギニア共和国
国民、とりわけ青少年の健康と福祉の向上のため、ギニ
アSOSセンターの支援を行うことを目的とする。

2009/10/5

2009/10/30

2010/4/16

2010/4/26

2010/8/25

2010/9/6

2010/10/27

2010/11/16

2011/7/20

2011/7/28

マエヨシビル2階

501-5752

この法人は、埼玉県北本市を中心として、文化芸術的
活動および体験の提供、地域資源の発掘と活性化、人
材育成、地域のネットワークづくりに関する事業を実施
することにより、文化芸術によるまちづくりの価値を発信
し、文化的土壌形成に寄与することを目的とする。

2011/10/25

2011/11/15

大島ビル2階

この法人は、会員の協働による運営のもと、保育が必
要とされる小学校児童の豊かで安全な放課後の生活の
場を築くことで、児童の心身とも健やかな発達を援助す
594－8637 594-1550 kitamoto.gakudou@gmail.com
るとともに、健全で豊かな地域社会の確立をはかること
を目的とする。

2011/11/21

2011/12/7

この法人は、すべての人が住み慣れた地域において、
普通の暮らしを実現することができるように、すべてのラ
イフステージを通じた途切れることのない、住み慣れた
地域で生活するための支援行うことを目的とする。

2012/2/8

2012/2/20

543-6850

591-2052

592-1376

kuyhs@hb.tp1.jp

warakitamoto@gmail.co 北本市高尾橋周辺の荒川河岸に広がる不耕作田畑を
地権者の同意を得て市民参加のもとに耕作し、景観の
m
回復・保全に資するとともに、北本市の農業振興・有機
農産物の普及等に寄与することを目的とする。

14 ゆとろぎ

理事長

内山 鮎子

主に一人暮らしの高齢者を対象として、支え合う人間関

〒364-0013
北本市中丸1丁目129番地5号

592-6228

とを目的とする。

けんおう埼玉地域、特に北本南部地域及び桶川市北部
地域に対し、新駅設置を含め、新しい街づくりの啓蒙を
行い、誰もが便利で豊かに暮らせる地域社会を創造す
ることで、当地域の発展に寄与することを目的とする。

けんおう埼玉新駅まちづく
〒364-0013
15
代表理事 諏訪 善一良
り協議会
北本市中丸7丁目3番地

ワーカーズコレクティブてと
16 て
代表理事 仲谷 まり

17

キタミン・ラボ舎

代表理事 吉田 武司

北本学童保育の会うさぎっ
18 子クラブ
理事長

19

こころのおと

理事長

〒364-0031
埼玉県北本市中央4丁目67

〒364-0031
北本市中央4丁目122番

新井 利民

364-0006
北本市北本3丁目141番地2

栁澤 典子

〒364-0026
北本市荒井4丁目12番地

係作りや生きがい作りを支援し、心の健康に寄与するこ
npo_yutorogi2010@cure.ocn.ne.jp

北本生活館1F

08039144146

この法人は、その近隣の地域住民に対し、地域の福祉
拠点を創設し、地域で生活するために必要な地域生活
サポート事業を行うことで、自分たちで支えあう地域社
tetote_kitamoto@yahoo.co.jp
会を目指し、住みやすく暖かなまちづくりと福祉の増進
に寄与することを目的とする。

