名古屋市所轄法人一覧
法人名称

MERI Japan

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

目的
本会は、本会の趣旨に賛同する者の協力により、質の高い医療を日本国内に安全に普及させるために以下の活
動を行い、もって医療及び医療消費者保護等の公益の増進に寄与することを目的とする。
（１）最新の医療に関する情報などを医療消費者に提供し、望ましい医療・安全で安心な医療について考える
機会を同時に提供する。
（２）献体を使用してのサージカルトレーニングを行うことの出来る枠組み及び施設の実現を目指す。
（３）献体を使用しての医療技術及び機器の研究・開発・検証を行うことの出来る枠組み及び施設の実現を目
指す。
（４）その他、医療におけるさまざまな問題点について、社会への具体的な提案を行い、質の高い安全な医療
の発展に寄与する。

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

この法人は、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害のある方とご家族に対して地域生活支援に関する業
務をおこない、併せて障害のある方と市民とが共生する街づくりと地域福祉の増進を図ることにより、社会全
体の利益に寄与することを目的とする。

ＳＨＡＲＥＨＯＵＳＥ光が丘 名古屋市千種区 保健・医療・福祉

この法人は、障がい者に対して、共同生活介護等に関する事業を行い、障がい者に係る問題の改善や解決を図
り、日常生活の質の向上と健康、福祉の増進に寄与することを目的とする。

ＭＯＤＳ

あいちあんきネット

愛知キャンサーネット
ワーク

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

あいち骨髄バンクを支援
名古屋市千種区 保健・医療・福祉
する会
あいち生活支援センター 名古屋市千種区 保健・医療・福祉

アダージョちくさ

あたたかい心

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は、個人の尊厳の実現・確保、自己決定権の尊重、ネットワークによる相互支援、広くて深い時代認
識、社会環境の進歩への寄与、公正・迅速・親身の理念に基づいて、愛知県及びその周辺の高齢者・障害者と
その扶養者に対して、介護及び権利擁護などのサービスを受けるために必要な情報を提供し、また高齢者・障
害者が地域社会の中で普通に生活できる福祉社会を実現するため啓蒙・環境整備などの活動を行い、もって社
会全体の利益に寄与することを目的とする。
この法人は、メディカルスタッフ・がん患者やその家族・一般の人に対して、がんに関する適正な診療推進を
行い、がん診療に係わる問題の改善や解決を図り、がん診療の適正化と均てん化を図っていくことを目的とす
る。
この法人は、骨髄バンク事業の普及啓発活動、血液疾患等の患者を支援する活動、より良い骨髄バンクを求め 2016年2月2日
る活動等を行うことにより、より多くの患者のいのちを救うことを目的とする。
～2021年2月1日
(認定)
この法人は、地域で暮らす人々に対して、生涯を通じて健やかでゆとりある生活が送れるよう、また質の高い
生活ができるように支援する事業をおこない、豊かな長寿社会づくりの実現に、寄与することを目的とする。
この法人は、障害を持つ方やその家族の人々に対し相談支援、日常生活支援及び社会生活上の支援に関する事
業を行うことで、精神障害による地域生活のしづらさに係る問題の改善、解決を図り、精神保健福祉の向上と
社会的理解の促進、及び地域福祉の発展に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者・障害者・幼児、児童及びその家族、その他手助けを必要とする人に対して日常生活上の
支援活動としての福祉サービスである介護サービス、育児サービス、外出支援サービスなどに関する事業を行
い、もって社会全体の福祉の増進に寄与する事を目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

目的

至誠会

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

この法人は、地域の障害児・者の自立と社会参画活動への支援及び障害児・者が豊かに育つ地域社会環境づく
りを推進することにより、障害児・者を取り巻く環境の改善を図り、公益に寄与することを目的とする。

温活推進協会

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

この法人は、低体温の脅威に気づかない人々に対して、情報発信やセミナー開催に関する事業を行い、低体温
による不健康な状態に関わる問題の改善や解決を図り、人々の健康の増進に寄与する事を目的とする。

草のネット

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

この法人は、（精神）障害者に対して、自立支援に関する事業を行い、福祉及び社会参加に寄与することを目
的とする。

健康な脳づくり

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

歯科学研究所

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

シニアメイクセラピー協
会

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

褥瘡サミット

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

自立訓練支援施設 休
息空間

生活支援サイン

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

成人白血病治療共同研
名古屋市千種区 保健・医療・福祉
究支援機構
地域の孫の手屋さん

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は、子供・高齢者に対して、少子高齢社会に関する事業を行い、最大の課題である子供の健全な発育
と高齢者の元気な社会参画に係る問題の改善や解決を図り、種々の健康増進活動を通して支援し、社会の発展
の向上と増進に寄与することを目的とする。
この法人は、歯科医学の研究を集学的に行うことを基本理念とし、広く社会に対して、歯科医学に関する学術
研究、情報提供及び人材育成等を行い、もって国民の医療福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者及びその家族、その他の者に対して、シニアメイクセラピー（化粧療法、回想法、アロマ
ハンドトリートメント)事業及び普及活動、シニアメイクセラピスト(化粧療法、回想法、アロマハンドトリー
トメントを施す人）の人材育成事業を行い高齢者に係る問題の改善や解決を図り、また地域で高齢者を支える
ネットワークのまちづくりと高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、褥瘡治療に携わる関係者に対して、褥瘡ケアの普及および啓発、質の確保および向上などに関す
る事業を行い、もって、褥瘡を抱えている患者とその家族の人生と生活の質（QOL)の向上に寄与することを目
的とする。
この法人は、ストレス関連疾患・うつ状態の初期や回復期にある人の改善及び、生活習慣の改善を目指す人に
対して、社会への参加、家庭への復帰が円滑にできるようにする支援に関する事業を行い、適切な休息の大切
さ、人との交わる喜び等、人間の基本となる生活を営むことができる社会復帰に係る問題の改善や解決を図
り、職場、家庭、地域に対して、ストレス関連疾患や生活習慣への知識や理解を広め、保健、医療の向上と福
祉の増進を図り、雇用機会の拡充に寄与することを目的とする。また、障がい者・障がい者施設に対して、生
活援助・作業の斡旋・就労支援に関する事業を行い、社会への参加に係る問題の改善や解決を図り、障がい者
の健全育成の向上と就労能力の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、子育て、居宅介護等を行う、または行うことを予定する家庭の構成員に対して、日本の手話を基
にした生活支援サイン（ベビー用）と生活支援サイン（シニア用）（身振りや簡単な手話）を媒介とするコ
ミュニケーションに関する事業を行い、発語が困難、聞こえが困難なすべての個人とその家族が生き生きと心
豊かに暮らせるような社会をつくること、また、そのような社会を理想とする世界を作ることに寄与すること
を目的とする。
この法人は、成人白血病治療を中心とした血液疾患に関する調査研究、教育研修及び情報提供等を行い、血液
疾患の治療技術、認識を向上させることにより、広く国民の健康増進に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者に対して、介護保険に関する事業を行い、高齢化社会に係る問題の改善や解決を図り、高
齢者のＱＯＬの向上と福祉活動の増進に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

東海診療情報管理研究
名古屋市千種区 保健・医療・福祉
会

東洋医学推進協会

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

目的

認定期間

この法人は、病院管理業務、診療情報管理業務に係る方や教育関係者、この分野に興味のある一般市民の方に
対して、教育及び研修に関する事業を行い、医学用語、臨床医学一般、診療情報管理等の医学関連分野を学
び、医療機関勤務者の職務知識向上だけでなく、患者が自分の診療記録を閲覧する場合においても、記載内容
の理解を容易に行えるなど、患者参加型医療の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、少子高齢化社会と熟成社会により中高年の病変に対し、東洋医学の鍼灸・手技療法の普及並びに
東洋医学の医療技術向上をはかるとともに、東洋医学の医療技術で各種スポーツ大会や災害における医療活
動、海外での医療技術指導を行い広く国民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

この法人は、高齢者や障害者が尊厳ある豊かな暮らしを、地域社会において実践できるよう支援するととも
に、将来の問題として必ず訪れる｢死｣にかかわる事務処理、葬儀、納骨、墓地、相続などの相談、支援を行う
ことにより、精神的・経済的負担の軽減を図る。また、高齢者･障害者の就業促進をはじめ、医療･福祉･介護
従事者育成と支援を通し、社会福祉の増進に寄与し、もって安心して地域社会に住まうことの出来る街づくり
を目的とする。

なごや応急手当を普及
名古屋市千種区 保健・医療・福祉
する会トライハートなごや

この法人は一般市民に対して、救急救命講習会において、救急蘇生法や応急手当などの知識・技術の普及啓発
事業を行い、傷病者への対応ができる人材を一人でも多く育成し、救命率の向上に寄与することを目的とす
る。また、防災訓練において消火器の取り扱いや避難方法などの知識・技術の普及啓発事業を行い、防災意識
の向上と保健、医療又は福祉の増進に寄与することを目的とする。

日本口唇口蓋裂協会

本協会は、障害や種々の疾病貧困に苦しむ人々の教育、治療施設整備、医療援助、技術移転、経済援助、関係
2015年4月1日
者ならびに会員の交流等を通じ国際社会に貢献することを目的とする。
～2020年3月31日
(認定)

なごみ(和)の会

日本小児がん研究グ
ループ

日本脊柱変形協会

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

この法人は、小児がんの臨床研究を行い、その治療成績の向上をはかり患者の健康と福祉および生活の質の向
上に貢献することを目的とする。
名古屋市千種区 保健・医療・福祉

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

この法人は、脊柱変形で苦しむ人々や医療関係者に対して脊柱変形に関する知識の啓蒙を図り、また脊柱変形
2016年6月1日
に関する医療データの集積・管理・提供をすることによって脊柱変形に関する研究と医療技術の普及と向上を
～2021年5月31日
目指し、地域と社会の健康増進を図り広く社会に貢献することを目的とする。
(認定)
この法人は、障害のある方とご家族に対し、地域生活支援に関する事業を行い、併せて障害のある方と市民と
が共生するまちづくりと子どもの健全育成及び地域福祉の充実を図ることにより、社会全体の利益に寄与する
ことを目的とする。

はっぱ

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

花＊花

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

この法人はノーマライゼーションの理念に基づき、障がいのある方の地域生活支援事業を行い、併せて地域の
人たちと共生する町づくりを図ることで、地域社会の利益に寄与することを目的とする。

ハンドフロンティア

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

この法人は、広く上肢の疾患を有する人々に対し、実証に基づく医療の開拓と知識や医療技術の普及また予防
に関する事業を行い、地域と社会の健康の増進を図り、広く社会に貢献することを目的とする。

名古屋市市民活動推進センター
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法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

フードバンクジャパン

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

ほっとポケット

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

目的
この法人は、生活困窮者に対して、食料支援・生活支援に関する事業を行い、彼らが恐怖状態、もしくは絶望
状態に陥ることに係る問題の改善や解決を図り、彼らの心の安心と安定の向上と彼らが所属する地域社会の安
心と安定・福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者・障害者・子供に対して、デイサービス等に関する事業を行うとともに、福祉の普及教育
活動等を通し地域の社会福祉の向上に寄与することを目的とする。

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

この法人は、共生の思想（国籍、性別を問わず老若男女お互に共に手をとり合って生きて行こうとする考え）
にもとづき「向う三軒両隣りの社会」の実現を目指し、会員一人ひとりが「情けは人の為ならず」の倫理を自
ら実行し、到来している超高齢社会の中で高齢者生活支援をはじめとする障がい者、若者など生活者支援全般
の事業を行ない、もって地域福祉の向上に貢献することを目的とする。

臨床研究支援機構

名古屋市千種区 保健・医療・福祉

この法人は、治験、医師主導の臨床研究および多施設で行うその他の臨床研究（以下、臨床研究という）の全
過程にわたる品質管理・品質保証業務及び中央診断等研究検査業務の支援活動、臨床研究に関する情報収集並
びに臨床研究の意義についての啓蒙活動を行い、医療の質を向上させることによって国民の健康の増進に寄与
し、広く社会に貢献することを目的とする。

ＲＰＰ

名古屋市東区

保健・医療・福祉

この法人は、保健医療福祉の分野での消費者に対し情報提供するために、薬局薬剤師の業務推進を支援する活
動に関する事業を行い、高齢化社会の保健医療福祉の向上に寄与することを目的とする。

愛知県精神障害者家族
名古屋市東区
会連合会

保健・医療・福祉

この法人は、愛知県内の精神障害者とその家族会及び関係者を交えたネットワークづくりを推進し、精神保健
福祉の増進に関する事業を行うことにより、地域福祉の向上に寄与することを目的とする。

愛知県理学療法学会

名古屋市東区

保健・医療・福祉

この法人は、広く社会に対して、理学療法に関する研究及びその臨床応用を図り、さらにこの分野の教育と普
及に努め、理学療法の発展を通して国民の健康福祉の増進に寄与することを目的とする。

アフリカ支援 アサンテ
ナゴヤ

名古屋市東区

保健・医療・福祉

高齢者の食事をサポート
名古屋市東区
する経営の学校

保健・医療・福祉

千律会

保健・医療・福祉

まごころ愛知

名古屋市東区

日本深層心理研究会

名古屋市東区

保健・医療・福祉

日本スポーツ整膚協会

名古屋市東区

保健・医療・福祉

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は、アフリカの貧しい地域に住む人々が、健康な生活を営めるように医療支援・教育支援・自立支援
を行うとともに、これらの支援を効果的にするための国際協力を実現し、さらに当法人からの情報発信活動に
よって日本の一般市民への社会的教育に寄与することを目的とする。
高齢者の食事のサポート方法のノウハウを広く提供し、多くの人々が高齢者福祉に従事することを目的とす
る。
この法人は、高齢者及び障害者に対して、地域で自立した生活を営んでいくことに関する事業を行い、高齢者
や障害者の方たちの生活、権利に係る問題の改善や解決を図り、福祉の向上と社会全体の利益の増進に寄与す
ることを目的とする。
この法人は、深層心理に関する研究・研修を通じ、その知識と技術を深め、保育、教育、保健、福祉、医療の
従事者を始め一般市民に、ピグマリオン教育観、カウンセリングマインド及び深層心理技法を紹介し、その普
及を図る教育団体であり、幼児・児童・生徒・学生及び社会人の健やかな成長を助けると共に、自己強化に貢
献し、生き生きとした家庭、学校、地域、及び社会づくりに寄与することを目的とする。
この法人は、スポーツ整膚の普及活動を通して、スポーツ活動に取り組む人々の疾病や傷害の予防と治療促進
を支援し、スポーツの愛好家や競技者の健康増進と安全向上に寄与するとともに、スポーツに取り組む子ども
の健全育成に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

目的

予防医学研究委員会

名古屋市東区

保健・医療・福祉

この法人は日本全国の国民に対し、予防医学およびその中核になる生活習慣の改善の啓蒙活動と知識の普及活
動に関する事業を行い、健康な社会の基盤作りに寄与すること目的とする。

IBREA JAPAN

名古屋市北区

保健・医療・福祉

この法人は、脳教育（Brain Education）の普及啓発に関する事業を行い、健康増進及び豊かな社会づくりに
寄与することを目的とする。

Nagoya Medical Imaging
名古屋市北区
Center

保健・医療・福祉

この法人は、地域住民と地域で従事する医師に対して、遠隔医療用画像診断の支援やその活用に関する事業を
行い、地域医療の質向上と地域住民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。

NPO学園福祉会

名古屋市北区

保健・医療・福祉

この法人は、名古屋市と周辺市町村において、介護員養成研修事業を行い、福祉社会に寄与し、社会全体の利
益に貢献することを目的とする。

アヴェニール

名古屋市北区

保健・医療・福祉

この法人は、障がい者及び高齢者に対して、生活支援に関する事業を行い、日常生活に係る問題の改善や解決
を図り、地域福祉の発展に寄与することを目的とする。

アクティブエイジング研究
名古屋市北区
会

保健・医療・福祉

生き生きネットワークてと
名古屋市北区
ろ

保健・医療・福祉

いっぽハウス

保健・医療・福祉

名古屋市北区

この法人は、広く国民に対して、健康づくりと機能的自立のための具体的運動方法に関する健康科学研究の推
進と研究成果の社会還元を図ることを目的とする。とりわけ、現在世界的に推奨されている総合的運動プログ
ラム（有酸素性運動、筋力づくり、柔軟性運動、バランス運動を組み合わせておこなう様式）を普及し、これ
によって疾病や障害の有無に関わらず、広義においての健康・自立を維持しながら、年齢を重ねていくアク
ティブエイジング（活力ある老い）を実現し、もって社会全体の利益に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者･障害者･在宅療養者及びその家族介護者に対して、介護及び生活支援分野に関する事業を
行い、又本法人の設立趣旨に賛同する個人･団体と協働してネットワークを構築し地域の福祉増進に寄与する
ことを目的とする。
この法人は、高齢者・障害者に対して、地域生活支援に関する事業を行い、誰もが安心して暮らせるまちづく
りと、社会福祉の向上に寄与することを目的とする。
この法人は、老人介護施設等、若しくは在宅老人を対象に訪問美容のサービスをする事によって心のふれあい
を実践し生きがいを感じていただきます。そして、高齢者の心身の健康を保つために何が必要で有効かを研究
し、美容を通じて繋がるさまざまな活動を通して、高齢者が生き甲斐を感じ、安心して暮らせる社会の実現に
寄与することを目的とする。

笑顔をつくる美容協議会 名古屋市北区

保健・医療・福祉

かくれんぼ

保健・医療・福祉

この法人は、障害者・高齢者に対して、通所介護その他の福祉サービスに関する事業を行い、社会全体の福祉
の向上に寄与することを目的とする。

保健・医療・福祉

この法人は、障害者を始め社会的に排除された人々の生活・労働権の確立をめざし、障害のある人ない人、社
会的に排除されている人々と共に働く社会的事業所づくりを推し進め、あらゆる差別とたたかい、真の共生社
会の実現に寄与することを目的とする。

共同連

ケアサポートいぶき

名古屋市北区

名古屋市北区

名古屋市北区

名古屋市市民活動推進センター

保健・医療・福祉

認定期間

この法人は、助け合い精神に基づき、高齢者・障害者の人達が住み慣れた地域、在宅で暮らすことができるよ
うに、環境作りやサポートをすることにより、長寿社会の地域福祉の増進に寄与し、地域社会の利益に貢献す
ることを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

目的

コリアンネットあいち

名古屋市北区

保健・医療・福祉

本会は、愛知県下在住のコリアンを始めとする一般県民を対象に、主に生活自立支援活動を行い、ひとりひと
りの尊厳を守り、人間相互の多様性を尊重する差別のない真の共生社会を構築していくことを目的とする。

歯科医療クライテリア

名古屋市北区

保健・医療・福祉

この法人は、歯科医師、患者及び一般市民に対して、インプラント治療や矯正治療の問題解決等に関する事業
を行い、歯科医療の増進に寄与することを目的とする。

スマイル

名古屋市北区

保健・医療・福祉

てすりなごや

名古屋市北区

保健・医療・福祉

なごやかサポートみらい 名古屋市北区

保健・医療・福祉

名古屋さくら会

名古屋ダルク

名古屋市北区

名古屋市北区

名古屋難聴者・中途失聴
名古屋市北区
者支援協会

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

日本救急蘇生普及協会 名古屋市北区

保健・医療・福祉

ハートフルリング

保健・医療・福祉

名古屋市北区

ビフレンダーズあいち自
名古屋市北区
殺防止センター

フィオール

名古屋市北区

名古屋市市民活動推進センター

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

認定期間

この法人は、障害者（特に精神障害者）、家族に対する相談事業、障害者の集いの場、生活支援の場、就労支
援の場としてのどんぐりの家の運営を行うとともに、精神保健福祉への理解を進める啓発事業を行い、地域と
の交流を図り、障害者の社会参加を進め、障害者が暮らしやすい地域をつくることを目的とする。
この法人は、高年齢者、要介護・要支援者等の住居に、手すりの設置及び小規模の住居改善その他、自立と安
全を助ける簡易な住宅改善事業と、別に定めるサービスに関する事業を行い、福祉に寄与することを目的とす
る。
この法人は、社会的養護の下で暮らしている子どもたちや育った方に対して、就職・進学や生活の相談等、自
立支援に関する事業を行い、自立前後に抱える社会に対する不安・不信に係る問題の改善や解決を図り、いつ
でもどこでもだれとでも共に考え、安心して楽しく暮らせる社会創りに寄与することを目的とする。
この法人は、障害者を対象とし、地域社会の一員として、より充実した生活を営めるように、自立した生活を
営むために必要な事業を行い、その就労及び自立支援の要望に応えることを通じて、障害者の社会参加、障害
者福祉の増進及び地域社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、薬物・アルコール依存症者に身体的・心理的援助を提供することによって、薬物・アルコール依
存からの脱却を手助けし、将来自立できるよう、薬物を使わない生き方（回復）のプログラムを提供し、健康
で、自律的な社会の一員となれるよう支援することを目的とする。
この法人は、名古屋市在住の難聴者・中途失聴者をはじめ、広く聴覚障がい者全般に対して、福祉の増進と、
生活・文化の向上を図る事業を行うことにより、聴覚障がい者の人権の擁護および社会参加の促進に寄与する
ことを目的とする。
この法人は、広く国民に対して、救急心肺蘇生法、水難救助法、雪上救急法、一般救急法、ジュニア救急法等
を啓発、普及する事によって救急知識と技術の向上を図ると共に、人命を損なう事故の未然防止に努め、もっ
て社会全体の利益に寄与する事を目的とする。
この法人は、障害者に対して、自立（就労・生活・社会活動）のためのサポートに関する事業を行い、障害者
の生活の向上・安定化及び福祉を図ることにより自立の促進に寄与することを目的とする。
この法人は、人生における苦悩、孤独、絶望、抑うつ、悲嘆等により、自殺の意志を示すなど、危機が迫って
いる人に対して、感情面への支援を行い、自殺の防止を図ること、また、広く自殺に関する問題の改善や解決 2016年2月23日
を図るとともに、社会一般への周知を図り、その防止に努め、人が生き心地の良い社会づくりを目指すことを ～2021年2月22日
目的とする。
(認定)
この法人は、介護の必要な高齢者や障害者等に対して医療・福祉全般のサービスや交流事業等を行い、高齢者
や障害者等がその人らしく暮らせる生活の質的な向上を図り、すべての人々が健やかに暮らせる地域社会づく
りと医療・福祉の増進に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

福祉サポートセンターさ
わやか名城

名古屋市北区

保健・医療・福祉

フレンド愛

名古屋市北区

保健・医療・福祉

ぶんぶん

名古屋市北区

保健・医療・福祉

目的
この法人は、地域の福祉増進と共生の町づくりに関する事業を行い、たすけあいの心を大切に、誰もが住み慣
れた地域で心豊かに育ちあい、困ったときも安心して過ごせる福祉の充実と、人とのふれあいを密にし、生活
文化の向上を図り、障害者、高齢者、健常者一人ひとりが活かされる共生の場づくりをもとに、社会全体の利
益に貢献することを目的とする。
この法人は、ノーマライゼイションの理念に基づき、障害のある方とご家族に対して、地域生活支援に関する
事業を行ない、併せて障害のある方と市民とが共生する町づくりと地域福祉の増進を図ることにより、社会全
体の利益に寄与することを目的とする。
この法人は、介護の必要な障害者や高齢者等に対して、福祉全般のサービスや情報提供及び交流事業等を行
い、障害者や高齢者等がいきいきと暮らせる生活の質的な向上を図り、地域福祉の増進に寄与することを目的
とする。
この法人は、日本の社会で増加しているペットロスによる心の諸問題に対して、社会全体にペットロスに関す
る正しい理解と社会的認知を啓発する事業を展開し、以て伴侶動物（ペット）の飼い主及び動物医療関係者を
中心としたペットロスに対する精神的な支援に寄与することと、この問題の原因ともなっているペットロスへ
の不安や誤解・偏見を解消することを目的とする。
また、ペットロスに対する準備と対処を図るための伴侶動物（ペット）と飼い主との絆や両者の健康と福祉に
役立つ事業を展開し、以て日本の社会が人間にも動物にも優しい社会へ発展することに寄与することを目的と
する。

ペットロス愛知

名古屋市北区

保健・医療・福祉

ポパイ

名古屋市北区

保健・医療・福祉

ホロス健康センター

名古屋市北区

保健・医療・福祉

真心館

名古屋市北区

保健・医療・福祉

この法人は、高齢者、障害者を始めとする市民に対して、整体等を通じた事業を行い健康増進及び福祉に寄与
することを目的とする。

みるみる

名古屋市北区

保健・医療・福祉

この法人は、発達障害者等に対して、名古屋市北部の地域で働く場の提供とともに、彼らが、自分らしく生活
するための支援を行うことで、発達障害者等の暮らしの向上に寄与することを目的とする。

メンタルセラピスト協会

名古屋市北区

保健・医療・福祉

薬草園を育てる薬剤師と
名古屋市北区
その仲間たち

保健・医療・福祉

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は、障害者（児）、高齢者、その家族、その他の手助けを必要とする人に対して、介護、福祉サービ 2013年7月5日
ス、地域生活支援に関する事業を行い、社会全体の福祉向上に寄与することを目的とする。
～2018年7月4日
(認定)
この法人は、将来、医療費の増大、少子高齢化、運動不足による体力の低下、食生活の乱れによる生活習慣病
などの問題を予防医学に基づき、生きがい作りと、心身の健康のため各種療法を広い見地から研究し、情報の
蓄積と普及のための教育を行い、これらの活動に対しての社会的認知、評価の向上に努め国民の一人一人が健
康に対する認識、予防医学に対する知識を深め、国民の健康と体力の向上、病気、障害、特に老人の寝たきり
の予防と自立に寄与し又、社会全体の利益に寄与することを目的とする。

この法人は、幼児から高齢者まで、性別を問わぬ、心のケアを必要とする市民が気軽にカウンセリングを受
け、未来に繋がる豊かな心を育てる環境づくりを実現するため、カウンセリングサロンの設立、各種心理学講
座や研修の開催、福祉施設などへの有償、無償ボランティア、公的機関との連携活動、出張カウンセリングな
どの事業を、善意と誠意をもって取り組み、地域社会に貢献することを目的とする。
この法人は、広く一般市民を対象として、薬草・薬木の活用に関する事業を行い、もって薬・食に係る問題の
改善や解決を図り、自然との共生意識の向上と心とからだの健康づくりに寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

目的

ライフステーション・あい
名古屋市北区
ち

保健・医療・福祉

この法人は、高齢者や障害者及びその家族、その他手助けを必要とする人々に対して、たすけあいの精神のも
とに、介護サービスの提供及び障害者の自立支援のためのコミュニティビジネスの立ち上げに関する事業を行
い、地域福祉の向上及び暮らしやすい地域市民生活の実現に寄与することを目的とする。

わっぱの会

保健・医療・福祉

この法人は、差別をなくし、障害者を始め社会的排除をされた人と誰もが共に働き共に生きる社会をつくるた
めの事業を行い、真の共生社会の実現に寄与することを目的とする。

名古屋市北区

ＦＵＫＵ

名古屋市西区

保健・医療・福祉

この法人は、ひろく社会に対して、ノーマライゼーションの理念に基づき障害福祉に関する事業を実施し、障
害者の暮らし全般に係る問題の改善や解決を図り、地域の福祉力の向上と誰もが幸福に暮らすことの出来る福
祉社会の増進に寄与することを目的とする。

MeDICC

名古屋市西区

保健・医療・福祉

この法人は、体内に医療材料を埋め込んだ患者等に対して、その製品に関する情報を収集するシステムを構築
することにより、医療の安全性を高めることを目的とする。

あいのてサポート

名古屋市西区

保健・医療・福祉

亜細亜介護育成協会

名古屋市西区

保健・医療・福祉

アスペ・エルデの会

名古屋市西区

保健・医療・福祉

イルカ

名古屋市西区

保健・医療・福祉

心施

名古屋市西区

保健・医療・福祉

コンビニの会

名古屋市西区

保健・医療・福祉

紫香楽

名古屋市西区

名古屋市市民活動推進センター

保健・医療・福祉

認定期間

この法人は、高齢者・障害（児）者・災害被災者等の社会的弱者およびその家族を含むコミュニティに、社会
福祉事業ならびに支援活動事業を通じて貢献し、市民が住み慣れた地域でお互いに支え合い、安心・安全に暮
らす事のできる社会の創造に寄与することを目的とする。
この法人は、医療・福祉に対して、相互扶助に関する事業を行い、アジア圏も含めた人材に係る問題の改善や
解決を図り、知識や意識の向上と特に高齢者介護、看護の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、発達障害児・者とその家族、関係者及び地域社会に対して、適切な療育、正しい知識の啓蒙、幸
せな社会生活の場の提供に関する事業を行い、もって発達障害児・者のよりよい成長、幸福な人生の創造に貢
献するとともに社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、障害者に対して、生活支援、イベント、障害者自立支援法に基づく障害者介護サービス等を行
い、福祉に係る問題の改善や解決を図り、生活の質の向上に寄与することを目的とする。
この法人は、地域に暮らす親子や高齢者に対して、子育て支援、学習支援、高齢者支援、災害支援及びボラン
ティア・介護人材育成に関する事業を行い、生活環境、家庭環境に係る問題の改善や解決を図り、生活の質の
向上と、地域社会で安心して暮らすための教育・福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害のある方とご家族に対し、地域生活支援に関する事
業を行い、併せて障害のある方と市民とが共生するまちづくりと地域福祉の増進を図ることにより、社会全体
の利益に寄与することを目的とする。
この法人は、広く高齢者の方に対して、真の家族の役割を果たすために、老人ホームや賃貸住宅などの保証
人、日常生活での訪問介護、訪問看護、デイ･サービス、居宅支援事業所の支援、亡くなった時の喪主の役割
など、これまで家族が担っていた日々の生活のなかで生ずる諸問題をサポートし、安心して日常生活が出来る
よう支援を行いまた、死後についても、生きている時から生前、死後事務委任契約する事により最後まで自分
らしく生きることのお手伝いを通じ、地域社会の福祉と社会全体の利益に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

整膚美肌褥瘡予防協会 名古屋市西区

総合福祉会名古屋

名古屋市西区

主な活動分野
保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

地域介護医療サポート

名古屋市西区

保健・医療・福祉

つくしの家

名古屋市西区

保健・医療・福祉

名古屋ろう国際センター 名古屋市西区

ノッポの会

白働塾

名古屋市西区

名古屋市西区

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

この法人は、日本全国に在住する障害者を対象とした障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業を運営
し、障害の有無に対する差別無く地域で暮らすという、ノーマライゼーションの理念に基づき安価な住まい、
食事の提供、介護・医療・自立支援の提供及び支援など、住み良い住環境を整え、生活とライフスタイルの
トータルコーディネートを行う総合的な施設の運営を行い、総合福祉、医療の増進、住み良いまちづくり、地
域の発展に貢献する活動を行うことを目的とする。この法人は、高齢者に対する福祉事業を通じて、高齢者の
介護予防・健康づくりに寄与し、身寄りのない高齢者の生活環境を提供し、高齢者が安心して暮らせる地域社
会を創造することを目的とする。
この法人は、これからの高齢化社会と各地域が抱える独自の地域問題を考慮し、視覚障害者、高齢者、在住外
国人世帯の生活・自立支援を行う。
特に視覚障害者、在住外国人の就職・起業・活動を支援し、地域の在住外国人を含めた高齢者の健康、自立し
た生活を見守り、在宅介護・医療および創作的活動や社会との交流促進などを目的とした地域活動を支援す
る。
また定年後の熟年経験者の就職・起業に関して、地域の民間会社、ＮＰＯ法人などとの協働による事業を企画
し、実施していく活動を通して、地域の保健、医療、福祉の増進を通じて健全な地域社会の形成発展に寄与す
ることを目的とする。
この法人は、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害者一人ひとりがどんなに重い障害があっても、個性
を生かし、社会の一員として自立できる力を高めるために、社会参加および地域生活支援に関する各種事業を
行い、併せて障害者本人と市民とが共生する町づくり、地域福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、日本国内外の聴覚障害者（児）及び広く一般の人々に対して、聴覚障害者（児）支援に関する人
材育成や情報提供、国際交流支援に関する事業を行い、聴覚障害者（児）の日常生活や就労などに係る問題の 2016年8月26日
改善や解決を図ることにより、聴覚障害者（児）及び社会全体の福祉の向上と増進に寄与することを目的とす ～2021年8月25日
(認定)
る。
この法人は高齢者等に対して、住環境問題や高齢化社会における介護・医療・福祉への支援活動に関する事業
を行い、又、その活動を推進するため他の活動を行う団体と連絡、援助等を行いながら高齢化する社会の公益
に寄与することを目的とする。

保健・医療・福祉

この法人は、高齢者・障がい者・子どもたちが共に安心して住み慣れた地域で暮らし続けるために、助け合い
の精神のもとでみんながいきいきとできる、介護サービス等をはじめとする福祉やまちづくり、また高齢者・
障がい者・子どもたちの居場所づくりなどに関する事業を行い、社会全体の利益に貢献することを目的とす
る。

名古屋市西区

保健・医療・福祉

ファンタジスタ

名古屋市西区

保健・医療・福祉

認定期間

この法人は、整膚美容法を通じて、寝たきりの方や障害者に対して、褥瘡の予防、生活の質の向上と健康増進
に寄与することを目的とする。

この法人は、少子高齢化の進んだ現代社会において、地域のだれもが生き生きと安心して生活ができる新たな
街づくり推進を目指し、名古屋市及びその周辺の高齢者及び心身障害者に対しての福祉サービスに関する事業
を行い、又、老若男女が共に触れ合う集いの場の形成、情報提供などをして、高齢者・心身障害者介護援助活
動と、子育て支援活動等を通して、人間性豊かな地域社会全体の利益に寄与することを目的とする。

ひなた

名古屋市市民活動推進センター

目的

この法人は、障害をもつ人々に対して、社会生活自立支援および権利擁護等に関する事業を市民、行政、医療
機関、企業等との連携・協働によって行い、もって地域福祉の創造と発展に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称
福祉発信基地友の家

2018年4月30日現在
所在地

名古屋市西区

主な活動分野
保健・医療・福祉

ホットスペース

名古屋市西区

保健・医療・福祉

まいゆめ

名古屋市西区

保健・医療・福祉

Ｔｅｔｔｅ Ｌｕｃｅ

愛知県食育協会

名古屋市中村区 保健・医療・福祉

名古屋市中村区 保健・医療・福祉

愛知県難病団体連合会 名古屋市中村区 保健・医療・福祉

蒼の会

名古屋市中村区 保健・医療・福祉

アレルギー支援ネット
ワーク

名古屋市中村区 保健・医療・福祉

オレンジの会

名古屋市中村区 保健・医療・福祉

かなりあ

名古屋市中村区 保健・医療・福祉

賢腎ネットワークあいち

名古屋市中村区 保健・医療・福祉

名古屋市市民活動推進センター

目的

認定期間

この法人は、障害者（児）・高齢者・その家族・その他の手助けを必要とする人に対して、介護・福祉サービ
ス、地域生活支援に関する事業を行い、社会全体の福祉の向上に寄与することを目的とする。
この法人は、障害児者、高齢者、家族にかかわる地域福祉型事業を行う。さらに障害児者、家族に対しては障
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）に基づく障害福祉サービス
事業、地域生活支援事業を行うことにより高齢者・障害児者・家族の福祉、教育、医療、自立生活の増進等を
図り、社会福祉に寄与することを目的とする。
この法人は、障害のある方と高齢者、そのご家族及び関係者に、障害のある方、高齢者の方が地域で生き生き
と生活できるための各種生活支援に関する事業を行い、地域福祉社会の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、乳がん患者及び広く一般市民を対象として、乳がん治療や乳房再建に関する教育事業および、啓
発事業、他関連機関との情報交換やネットワークの構築事業を通じて、乳がん患者およびガン患者のＱＯＬ
（生活の質）の向上に寄与することを目的とする。
この法人は、ＮＰＯ法人日本食育協会の理念に基づき愛知県と近隣地域にて、未来を担う子供達及びその保護
者、地域経済・日本経済を担う成人に対し、食の啓発活動及び食育に関する知識の普及活動を行い、健康な社
会の基盤作りに寄与することを目的とする。
この法人は、愛知県における難病患者・家族・団体に対して、難病救済制度の充実に関する事業等を行い、難
病に係る問題の改善や解決を図り、医療・福祉の向上と公益の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、知的障害者及びその親で認知症等により判断能力が低下し支援を必要としている人又はその周り
の人々に対して、後見に関する諸事務の提供、各種相談、啓発活動等の支援事業を行い、知的障害者及びその
親で判断能力の低下した人が地域社会で自立生活をすることに寄与すること、福祉の向上及び日常生活の安寧
に寄与することを目的とする。
この法人は、日本国民に対して、アレルギー、アトピー、化学物質などの問題解決およびその患者支援に関す 2014年8月29日
る事業を行い、もってすべての国民の健康で快適な生活に寄与することを目的とする。
～2019年8月28日
(認定)
この法人は、不登校、ひきこもり、障害、生活困窮といった形で、現代社会の中でややもすると取り残された
り、孤立しがちな生き辛さを抱える当事者とその家族に対して、彼ら若者が健全に育ち、社会の一員としての
責務を担って自立するための各種の支援活動を行い、開かれた家族、ふれあい豊かな社会の実現に寄与するこ
とを目的とする。
この法人は、障害者、高齢者に対して、地域で自立した生活を営んで行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。
この法人は、腎臓病専門医、非腎臓病専門医及び慢性腎臓病患者とその家族をはじめとした一般市民に対し
て、腎臓病に関する最新知識及び慢性腎臓病対策の周知に関する事業を行い、腎臓病の診断及び治療に係る問
題の改善や解決を図り、腎臓病の診断及び治療と対策に関する知識の向上と慢性腎臓病患者の予後の改善と健
康の増進に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

目的

名古屋市中村区 保健・医療・福祉

この法人は、障害者やその家族に対して、福祉に関するサービス、支援に関する事業を行い、障害者に対する
地域社会の理解の伸展と地域社会における福祉の増進に努める事を目的とする。

ささしまサポートセンター 名古屋市中村区 保健・医療・福祉

この法人は、野宿者をはじめとする生活困窮者がその人らしい生活を営めるよう、個々に寄り添いながら医療
相談や生活上の支援等を行い、誰もが地域で共に生きられ、居場所をもてるような社会を目指して活動するこ
とを目的とする。

心芽

ジョイフルエイジング・サ
名古屋市中村区 保健・医療・福祉
ポートクラブ東海
心陽

名古屋市中村区 保健・医療・福祉

宅老所はじめのいっぽ

名古屋市中村区 保健・医療・福祉

つばさ福祉会

名古屋市中村区 保健・医療・福祉

名古屋キャリア・カウンセ
名古屋市中村区 保健・医療・福祉
リングサポート

この法人は、高齢者が自立し、何時も元気で老旬を楽しみながら世の中に貢献し、助け合い、国内外にわたっ
て交流し、｢健康で生きがいあふれる生活」が出来るよう、地域社会での自立支援活動を行う。
この法人は、介護支援の必要な障害者（児）や高齢者及び育児支援の必要な子供たちに対して、地域に根ざし
た助け合い、支え合いの活動及び障害者福祉、高齢者福祉、保育に関する事業を行い、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と福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、介護や介助を必要とする高齢者及び心身障害者に対して、福祉サービスに関する事業を行い、社
会全体の利益に寄与することを目的とする。
この法人は、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害者本人とその家族に対し、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）に基づく事業を行い、障害者本人と市民とが共生
する町づくりと地域福祉の増進を図る事により、社会全体の利益に寄与する事を目的とする。
この法人は、働く人々とその家族、及び働くことを求めている人に対して、就労や就労を継続するための支援
事業と組織に対してメンタルヘルス対策の支援事業を行い、人生のさまざまな場面で問題に直面している人が
問題解決へのプロセスを通して、その人なりに最高に機能し、自立・自律的に生きていけるようになることを
目指し、個人の人間的成長と人々が互いを尊重し活き活きと働く社会の実現に寄与することを目的とする。

日本足裏健康法普及協
名古屋市中村区 保健・医療・福祉
会

この法人は、一般市民に対して、足つぼマッサージをはじめとする足裏健康法に関する調査及び研究、普及、
啓発等に関する事業を行い、心と体に係る問題の改善や解決を図り、国民の健康の増進と社会の発展に寄与す
ることを目的とする。

日本優良セラピスト支援
名古屋市中村区 保健・医療・福祉
連盟

この法人は、複雑な現代社会において、人間関係や生き方等の心の悩みを持つ者及びそれらの人々の心の援助
を行う者に対して、交流会やセミナー及び心理カウンセラー（援助者）の社会的な認知度の向上に関する事業
を行い、誰もが安定した気持ちで暮らせる人間社会を作ることに寄与することを目的とする。

妊娠中毒症と切迫早産
の胎児と母体を守る会

名古屋市中村区 保健・医療・福祉

この法人は、広く妊娠中毒症や早産への理解を深めるための啓蒙活動を行い、現在行われている治療法の抱え
る問題点への認識とそれらに代わる新しい治療法への理解を深め、母体と次の世代である胎児の健康の増進に
貢献することを目的とする。

バースデー健身

名古屋市中村区 保健・医療・福祉

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は、あらゆる人に対して、がん検診など定期的に健康診断を受診することを推進する事業を行い、病
の発見が遅れ重症化が進むなどの問題の改善や解決を図り、病の早期発見・早期治療によって生存率の向上、
ひとり親家庭の減少、保健、医療又は福祉の増進及び子どもの健全育成に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

ヒューマンサポート・あい
名古屋市中村区 保健・医療・福祉
ち

ひょうたんカフェ

名古屋市中村区 保健・医療・福祉

ベルフェア

名古屋市中村区 保健・医療・福祉

ライフサポートえにし

名古屋市中村区 保健・医療・福祉

わと和

名古屋市中村区 保健・医療・福祉

目的
この法人は生活保護を受けている方や年金で生活している方などの中でも、生活の場がない方、身寄りのない
方、また、健康を害し援助が必要な方、その他生活できない様々な理由を持った方々のために宿泊所を作り、
生活・介護・医療等に関する相談事業を行う。 また、温もりのある高齢社会の実現に向け、一人でも多くの
高齢者が安心・安全で楽しく暮らすために、効果的・効率的なサービスを提供し、もって地域福祉の増進に寄
与することを目的とする。

この法人は、障害者支援事業・高齢者支援事業・子育て支援事業などの展開を通じ、障害者や高齢者を中心に
2018年3月30日
地域で暮らすさまざまな世代の人々が互いに出会い交流する機会を積極的に作り出し、人と人がつながりあう
～2023年3月29日
ことの喜びを誰もが感じあえる社会づくりに寄与することを目的とする。
(認定)
この法人は、障害のある人への差別をなくし、障害のある人ない人みなが共に働き共に生きる社会をつくるた
めの事業を行い、真の共生社会の実現に寄与することを目的とする。
この法人は、障害者、高齢者に対して地域社会で安心して生活できるような生活の場の提供、必要な訓練、そ
の他権利擁護などの支援活動を行う。こうした活動を行うことによって、障害者や高齢者を取り巻く社会問題
の改善や解決を図り、真の福祉の実現、福祉の質の向上と増進に寄与することを目的とする。
この法人は、広く一般市民に対して、高齢者・障害者のための住宅環境についての相談・支援に関する事業、
高齢者・障害者に対する日常生活・就労等の支援に関する事業、環境保全のための活動を行う個人・団体との
協力・支援に関する事業、幼児・子どもの一時預かり事業、子育てのための支援に関する事業、高齢者・障害
者の健康の維持・増進の支援に関する事業、介護・福祉従業者及び従事志望者の育成・支援に関する事業を行
い、障害者の支援を通じて地域社会の福祉の増進、環境の保全及び子育て支援を図り、もって広く公益に寄与
することを目的とする。

KUZUYA JAPAN

名古屋市中区

保健・医療・福祉

この法人は、被災者、飢えや病気に苦しむ人々等に対して、支援、救援、健康管理サポート等に関する事業を
行い、被災者等に係る問題の改善や解決を図り、人とのつながりを大切にし、感謝の出来る思いやりのある人
を増やし、生活の向上と健康の増進に寄与することを目的とする。

LET’S 食の絆

名古屋市中区

保健・医療・福祉

この法人は、広く地域住民に対して、食と健康にかかわる支援事業を行い、食育を推進し健康増進に寄与する
ことを目的とする。

ＭＳ ＴＯＭＯＲＲＯＷＳ

TTSファミリー

名古屋市中区

保健・医療・福祉

名古屋市中区

保健・医療・福祉

愛知県自閉症協会・つぼ
名古屋市中区
みの会

保健・医療・福祉

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は、多発性硬化症の患者が、家族、医師・看護師・理学療法士・ソーシャルワーカー・保健師など医
療に従事する方々、その他多くの人々と、互いに助け合い、励まし合いながら、より充実した生活を営むため
に必要な事業を行い、多発性硬化症患者の自主・自立に寄与することを目的とする。
この法人は性同一性障害をはじめとした性別に違和感を感じる当事者及び家族に対して、不適切な治療により
生じた副作用への対応、心のケアや健康と就労支援、生活支援及び情報が限定的になりやすい家族の支援に係
る問題の改善や解決を図り、性別違和感を抱える当事者や家族の生活の質の向上と社会的条件の向上に寄与す
ることを目的とする。
この法人は、主に愛知県内の自閉症およびその周辺障害児・者に対し、その啓発・医療・教育・福祉・労働対
策等の充実を図るとともに、社会に自閉症およびその周辺障害の理解を広めていくことを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

あいちコミュニティ活性化
名古屋市中区
プロジェクト

主な活動分野

保健・医療・福祉

目的
この法人は、高齢者及び障害者に対して、福祉、介護、自立及びコミュニティの形成に関する事業を行い、独
居高齢者や障害者の生活に係る問題の改善や解決を図り、地域社会の絆の向上と新たなモデルケースとなり他
地域への波及の増進に寄与する。また、主に福祉及び介護施設の人材不足に関する問題に対し、海外留学生を
対象としたアルバイト相談窓口を設け、相互の問題解決を図ることを目的とする。
本会は、愛知県内にある高齢者、身体障害者、知的障害者等が入所または通所する保健、福祉施設の利用者の
福祉を増進し、併せて施設が提供するサービスの向上をはかるために、利用者の権利、利益を擁護する活動、
施設に対する改善勧告ならびに評価活動を行い、社会全体の利益の向上に寄与することを目的とする。

あいち福祉オンブズマン 名古屋市中区

保健・医療・福祉

アルテミス

名古屋市中区

保健・医療・福祉

この法人は、障害者（児）・高齢者を中心とした一般市民に対して、自立支援・地域交流等に関する事業を行
い、社会参加の促進と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

医療福祉サービス事業
者サポート機構

名古屋市中区

保健・医療・福祉

この法人は、医療・福祉サービス事業者の様々な問題点を解決する支援を行い、当該事業者の安定経営に寄与
し、延いては当該事業者を利用する一般市民の公益に貢献することを目的とする。

エコスマイル研究所

名古屋市中区

健康情報処理センターあ
名古屋市中区
いち

国際福祉支援センター
アロハ・ラブ

名古屋市中区

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

この法人は、障害のある児童も含めた障害者全般に対して、社会参画のための日常生活・就労等の支援に関す
る事業、障害児のための生活能力向上の支援に関する事業を行い、障害者の日常生活に係る問題の改善や解
決、生活の質の向上を図り、地域社会の福祉の向上と社会全体の公益の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、(1)国民の健康福祉向上に寄与することを目的とし、安全にかつ効果的に生活習慣病有病者・予
備群の減少を図るものである。(2)保健、医療、福祉分野の増進を図る活動、並びに医療情報ネットワークの
構築をはかり、医療情報の安全な管理運用への基盤整備支援を行う。（3）保健医療業をもって健康の増進を
行う。（4）臨床研究等による医学・医術の発達、並びに公衆衛生の向上を図り、倫理性、科学性、信頼性の
高い医療を確立して健康・福祉の増進に寄与する。（5）環境の保全を図り、労働者の健康福祉を図る。（6）
スポーツ教室・実践活動を行い、スポーツ振興・普及を目指す。
この法人は、障害者(児)、高齢者、年少者(以下、子供と称する)、及びその家族、差別を受けているすべての
人々に対して障害者福祉、高齢者福祉、子供の健全な育成事業や障害のある人無い人が共に生きるために必要
な支援に関する事業を行い差別や福祉に係る問題の改善や解決を図り、法制上の受容者や国内に留まることな
く幸福な人生のための向上と真の共生社会の実現や社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

保健・医療・福祉

この法人は、女性を対象とし、高齢になっても健康で安全に生活すること、社会的・経済的に自立して生きる
ことを目的とした啓蒙活動・支援活動を中心とする事業を行い、老後・死後に起こりうる様々な問題の解決や
予防を図ることにより、女性の生活の質の向上および福祉の増進に寄与することを目的とする。

名古屋市中区

保健・医療・福祉

この法人は、高齢者およびその家族、その他援助を必要とする人に対しての支援活動として、介護サービス、
情報提供等に関する事業を行い、これらの人々に生きがいのある、健やかで安心な社会生活を提供し、かつ社
会復帰を促し、もって広くすべての人が住みよい高齢社会を作り上げることに寄与することを目的とする。

社会福祉事業第三者評
名古屋市中区
価機構

保健・医療・福祉

さくらんぼの会

至心会

名古屋市中区

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は、社会福祉法人等の公益的な法人に対して、公認会計士、税理士によるその会計等の監査・評価に
関する事業を行い、これらの法人の適正な運営と透明性を高め、各法人等の社会的貢献の向上を図ることを目
的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

障がい者支援センター金
名古屋市中区
山

保健・医療・福祉

ジョブジョイ

保健・医療・福祉

人財育成支援ネット

名古屋市中区

名古屋市中区

生活習慣病対策臨床研
名古屋市中区
究・普及機構

先進医療と移植医療に
感謝する会

名古屋市中区

相続おたすけネットワー
名古屋市中区
ク

ソーシャルサポート

タスカル

名古屋市中区

名古屋市中区

目的
この法人は、障がいをもつ人達に、軽度の就労を通じて働くことの喜び、コミュニケーションをとることの重
要性、お互いを思いやる心の育成、地域社会との交流に関する事業を行い、地域社会を担う一員として活動す
ることにより、各々が日常の生活習慣を確立し、健康福祉の向上と幸せな安心して暮らせる社会の実現に寄与
することを目的とする。
この法人は、ノーマライゼーションの理念に基づき障害者の健康で幸せな生活ができるよう支援することを目
的とする。

保健・医療・福祉

この法人は、各種資格保有者及び豊富な経験を有する会員相互の協力により、日本経済の発展に欠かす事ので
きない中小企業に対し、メンタルヘルス対策を通して労務管理及び経営の分野で助言又は支援・協力を行い、
労働環境・福利厚生の向上、経営状況の改善を支援するとともに、経済活動の活性化、男女共同参画社会の形
成の促進、職業能力の開発又は雇用機会の拡充、保健、医療又は福祉の増進、社会教育の推進、国際協力等の
公益の増進に寄与することを目的とする。

保健・医療・福祉

この法人は、生活習慣病に係る診断方法や予防方法、患者サポート等を含む最善の管理・治療方法を提供する
ために、多施設協同の臨床研究の実施及び支援、臨床研究に関する情報収集・情報提供、臨床研究成果に関す
る普及、啓発事業等を行い、医療の質を向上させることによって国民の健康の増進に寄与し、広く社会に貢献
することを目的とする。

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

この法人は、先進医療と移植医療を希望される患者本人及びその家族を訪問、激励し、またさまざまな先進医
療と移植医療の情報の提供及び寄付活動等に関する事業を行い保健医療、社会福祉の貢献に寄与することを目
的とする。
この法人は、相続手続き、遺言手続き及び成年後見手続き、高齢者への法的支援に関して問題や悩み、または
不安等を抱えている一般市民を広く対象とした、有資格者の各種専門家によるセミナーや相談会の開催を企画
し活動する。また、その活動のなかにおいて、その専門家の援助を必要とする場合は、無料で専門家を紹介す
ることにより、問題を抱えている当事者はもとより周囲の方たちにとっても、これらの問題への対応が円滑に
進むことにより、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、一般市民、中でも高齢者・障がい者を含む生活弱者に対して、安心・安全・生きがい・自立をコ
ンセプトに、生活のサポートから没後のアフターケアまで様々なニーズに応える事業を行い、生活弱者と地域
社会との繋がりを深め、より良い地域づくりに寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者、障害者及び地域社会から孤立する等して日常生活に様々な困難を抱える一般市民に対し
て、身元保証の引き受け、日常生活の支援、死後の諸手続き等に関する事業を行い、死後の事務処理、葬儀、
相続に係る問題の改善や解決を図り、高齢者や障害者等の権利擁護の向上と、社会福祉の増進に寄与すること
を目的とする。

名古屋市中区

保健・医療・福祉

この法人は、吃音児者と、その他吃音に関わる支援を必要とする人々に対して、言語療法を中心とした障害児
通所支援事業、障害福祉サービス事業等を行うことで、吃音に関わる問題の改善や解決を図り、社会的支援の
届いていない吃音児者とその家族を含むすべての人々が、健やかに暮らせる地域社会づくりと、医療・福祉の
増進に寄与することを目的とする。

デジタル編集協議会ひな
名古屋市中区
ぎく

保健・医療・福祉

この法人は、視覚障害者に代表されるような情報障害者に対し、ハンディ克服のために、文字、音声、動画な
どの情報を提供する事業を行い、情報障害者の福祉の増進に寄与し、社会全体の利益に貢献することを目的と
する。

つばさ吃音相談室

名古屋市市民活動推進センター

認定期間
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法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

目的

ドリーム

名古屋市中区

保健・医療・福祉

この法人は、脳卒中後遺症による中途障害者の「生きがいの場」、「やりがいの場」つくりを図り、障害者自
らによる社会活動参加を実現し、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。

ナイスエイジ

名古屋市中区

保健・医療・福祉

この法人は、高齢者に対して、自立支援に関する事業を行い、健康や情報に係る問題の改善や解決を図り、生
活の質の向上に寄与することを目的とする。

中日本呼吸器臨床研究
名古屋市中区
機構

保健・医療・福祉

この法人は、肺癌をはじめとする呼吸器疾患の予防・診断・治療法の開発、治療効果に関する情報収集、広報
活動事業を行い、広く社会の利益増進に寄与することを目的とする。

名古屋市腎友会

保健・医療・福祉

この法人は名古屋市内の腎臓病患者に対して、医療と生活を守り、その質を高め、障害者も独立した人間とし
て社会の発展に資することを目的とし、健常者との共存共栄・障害者の一般社会参加に寄与することを目的と
する。

名古屋腎臓病克服総合
名古屋市中区
フォーラム

保健・医療・福祉

この法人は、①一般市民や腎臓病専門医に対して講演会や研究会を開催、②腎臓病研究者に対して腎臓病及び
その原疾患に関する研究を支援、③地域医療施設に対して診療体制の整備・構築事業を実施して、腎臓病の診
断・治療・予防に係る問題の改善や解決を図り、地域住民のための医療の向上と健康の増進に寄与することを
目的とする。

日本移植未来プロジェク
名古屋市中区
ト

保健・医療・福祉

この法人は、一般市民および医療従事者に対して、臓器移植に関する理解を深め、日本における移植医療を推
進すること、並びに移植患者、臓器提供者とその家族の身体的、精神的ケアを図ることによって、国民の健康
増進に寄与することを目的とする。

保健・医療・福祉

本法人は、企業、家庭、学校、福祉施設、その他地域コミュニティーにおいて各種の心理的問題解決や円滑な
人間関係の構築を望む不特定多数の市民及び団体に対して、カウンセリング活動を行い、次世代のカウンセ
ラーの育成を推進し、個人の充実した人生の実現、その他健全な職場、教育現場、地域社会の実現等々、広く
公益の増進に寄与することを目的とする。

名古屋市中区

日本カウンセリング普及
名古屋市中区
協会

日本乳がん検診精度管
名古屋市中区
理中央機構

日本認知行動カウンセリ
名古屋市中区
ング協会

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

脳外傷友の会みずほ

名古屋市中区

保健・医療・福祉

はれとけ

名古屋市中区

保健・医療・福祉

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は、画像を用いた乳がん検診の精度管理について検討し、医師・放射線技師・臨床検査技師・看護師
や検診実施機関・精密検査実施機関、一般住民や患者団体に対して、教育研修・評価認定事業、検診啓発事
業、患者団体との連携等の事業を全国規模で行なうと共に、本邦内外における精度の高い画像を用いた乳がん
検診の普及、ひいては乳癌死亡数低下のために寄与することを目的とする。
この法人は、広く一般市民に対して、認知行動カウンセリング及び認知行動療法についてのセミナーの企画・
開催に関する事業、認知行動カウンセリング及び認知行動療法の啓発・推進並びに支援に関する事業、カウン
セリング事業を行い、保健・医療・福祉並びに教育の増進と、認知行動カウンセリングに携わる方々の知識・
技術の向上を図り、もって広く公益に寄与することを目的とする。
この法人は、事故や病気による脳外傷者・高次脳機能障害者及びその家族に対し、高次脳機能障害についての
正しい知識の普及に努める活動及び当事者の社会参加を促進するための活動を行うとともに、医療、福祉、行
政関係者及び一般社会に対して、高次脳機能障害についての理解を深める活動を行うことにより、高次脳機能
障害者が安心して生活できる社会環境作りに寄与することを目的とします。
この法人は、高齢者・障害者・在宅療養者等及びその家族介護者等に対して、介護及び生活支援分野に関する
事業を行い、関係機関と協働してネットワークを構築し地域の福祉増進に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称
ピーター・シニアチャリ
ティクラブ

2018年4月30日現在
所在地

名古屋市中区

皮膚科光線療法推進の
名古屋市中区
会

病診連携フォーラム・東
海

名古屋市中区

主な活動分野
保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

目的
この法人は、主に小児肝臓移植患者に対して、肝臓移植に関する支援活動を行い、併せてゴルフを通じた社会
貢献活動の促進を図り、もって医療福祉の向上とスポーツの振興に寄与することを目的とする。
この法人は、医師、患者、研究者および企業ならびに広く一般市民に対して光線療法等の臨床研究・基礎的医
学研究に関する事業やそれらを普及推進啓蒙する事業を行い、医療に係る問題の改善、解決を図り、医療技術
の向上と次世代の光源開発を図り、国民の健康福祉の増進に寄与することを目的とする。
本法人は、東海地区の一般市民を対象に虚血性心疾患等の心臓循環器系疾患に関する基礎的な衛生知識を普及
するために定期的に公開講座等を行うことにより、東海地区における心臓血管循環器分野の衛生教育の推進に
寄与することを目的とする。また、東海地区の循環器系疾患の専門医と国内外の研究機関や研究者との基礎医
学又は臨床医学に関する共同研究を推進することにより、東海地区の循環器疾患の専門医の技術や専門知識の
向上に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者やハンディキャップのある方に対して、福祉サービスに関する事業を行い、誰もが自分た
ちの能力を発揮し自主的に生活できるように、また社会復帰に係る問題の改善や解決を図り、地域福祉の向上
に寄与することを目的とする。

福祉の友

名古屋市中区

保健・医療・福祉

ぷくぷくばるーん

名古屋市中区

保健・医療・福祉

この法人は、入院患者とその家族、およびそれを取り巻く福祉環境への遊びの支援を行うことにより、入院中
の患者とその家族の心からの笑顔を創ることを目的とする。

まほろば

名古屋市中区

保健・医療・福祉

この法人は、高齢者に対して、福祉・医療に関する事業を行い、高齢者の生活に係る問題の改善や解決を図
り、高齢者の生活の質の向上と健康にかかわる福祉の増進に寄与することを目的とする。

ミーネット

名古屋市中区

保健・医療・福祉

みんなのコンシェルジュ

名古屋市中区

保健・医療・福祉

この法人は、行政や医療機関、その関連団体などと連携協力をはかりながら、がんにかかった患者の誰もが、
最良のがん医療を受けるための必要な情報を入手でき、より良いサポートを受けられるように、情報の整備や
がんのピアサポーターの養成、がん患者・家族支援のための地域間ネットワーク化の促進に関する事業を行
い、がんになっても安心な街づくりを目指し、社会全体の利益に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者及び障害者に対して、設備及び施設の運営に関する事業ならびに高齢者施設及び障害者施
設などへの各種サービスの提供に関する事業を行い、高齢者及び障害者に係る問題の改善や解決を図り、高齢
者及び障害者の生活の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

ルーツ・プロジェクト

名古屋市中区

保健・医療・福祉

この法人は、障害があるという事だけで、働く能力があるにも関わらず本人達に適した訓練を行う場所が少な
いために、就労する場所や能力を発揮することができない人たちに対して、就労するための訓練や就労先を確
保する事業を行うことによって、公益に寄与することを目的とする。

わたゆめ

名古屋市中区

保健・医療・福祉

この法人は、医療的ケアを要する子どもや重症心身障害児・者とその家族、関係者が地域で安心・安全に生活
していけるよう各種生活支援に関する事業を行い、地域福祉社会の増進に寄与することを目的とする。

ＮＡＧＯ ＮＡＧＯ式ＣＯＣ
名古屋市昭和区 保健・医療・福祉
Ｏアイランド

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は人間関係の希薄さや人々の孤立化が問題となっている現代において、世代を超えた交流の場を提供
し、適切な療育や活動により、何らかの障がいがある児童も、社会の中で生きていきやすいように援助し、高
齢となってもその人らしく生き生きと楽しく過ごせる時間と場所を提供することで、人生の喜びを享受できる
地域社会作りに貢献することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

NJC

NU-Medイニシアティブ

P.L.A.N.

ＳＯＲＡ

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

名古屋市昭和区 保健・医療・福祉

名古屋市昭和区 保健・医療・福祉

名古屋市昭和区 保健・医療・福祉

名古屋市昭和区 保健・医療・福祉

あいちクローバー

名古屋市昭和区 保健・医療・福祉

愛知排泄ケア研究会

名古屋市昭和区 保健・医療・福祉

医療介護健康情報学研
名古屋市昭和区 保健・医療・福祉
究開発センター

看護の広場

名古屋市昭和区 保健・医療・福祉

きらら

名古屋市昭和区 保健・医療・福祉

くれよんＢＯＸ

名古屋市昭和区 保健・医療・福祉

名古屋市市民活動推進センター

目的

認定期間

この法人は、関節疾患に対して人工関節置換術を必要とする人々に対し、知識や医療技術の普及に関する事業
を行い、関節疾患を有する人々に関わる問題の改善や解決を図り、治療成績と地域、社会の健康増進に寄与す
ることを目的とする。
この法人は、現在の我が国の予防医療・健康増進に対する進歩の速さ、その展開の多様さと広がりに対して、
一般市民に対しての施策が十分とはいえない状況にあることに鑑み、名古屋大学医学部附属病院の研究成果を
広く一般市民に対して還元し研究施策の実現を促進すること、また周知並びに応用等を強力に押し進めること
で、広く国民の予防医療･健康増進に寄与することを目的とする。
この法人は、外国への渡航者および日本に居住もしくは滞在している外国人に対して、多言語による健康をは
じめとする日常生活に密接なテーマに関する事業を行い、言語や文化・習慣を異にすることから生じる問題の
改善や解決を図り、外国語や異文化への理解を深め、地球規模での健康で豊かな生活の実現に寄与することを
目的とする。
この法人は、障害のある方と家族に対して、障害があっても生まれ育った家、街で自身の望む人生を送ること
ができるよう、生き方や支援の選択種を一つでも多くしていく為、地域支援に関する事業を行い、併せて障害
のある方が地域の人々と同じ市民の一人として共生する街づくりと地域福祉の増進を図ることにより、社会全
体の利益に寄与することを目的とする。
この法人は、保健、医療又は福祉活動を通じ、地域に住む子どもから高齢者まで、誰もが安心して豊かに暮ら
せるまちづくりの推進を図ります。
2015年5月13日
また、活動に参加するひとりひとりの人格の向上及び発展にも寄与することにより、社会貢献活動が自発的に ～2018年5月12日
おこなわれる社会づくりを目指します。
(特例認定)
この法人は、広く一般の人に対して、排泄（排泄と排便）ケアに関する知識、技術、教育及びその進歩に寄与
2013年5月31日
するとともに、質の保証された排泄管理ができる専門コメディカルスタッフの養成を目的とする。
～2018年5月30日
(認定)
この法人は、医療・介護サービスや人間の脳機能・身体機能の衰えの支援を最先端の情報工学より克服する手
段を創造し超高齢化社会に貢献するとともに、今後の新たな新産業として医療・介護・健康分野で独創的研究
を展開し、その研究成果を社会に普及・還元させ、新産業創出を図ることを目的とする。
この法人は、地域住民に対して、医療の高度化、療養の場やニーズの多様化といった変化に対応し、より良い
看護を提供するために、すべての看護職の交流･連携･協働を支援し、看護の質の向上を図ることによって、地
域医療の発展に寄与することを目的とする。
この法人は、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害がある人に対し地域生活支援に関する事業を行い、
併せて障害を持つ人と地域住民が共に暮らせるよう、地域福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、障害者及びその関係者に対し、地域の人々との交流を通じて障害者への理解を深め、誰もが共に
暮らせるバリアフリーのまちづくりに関わる問題の改善や解決を図ると共に、障害者及びその関係者自身の情
報不足による行動の制約をなくすために、障害者施設の運営や自立支援に関わる情報を収集公開して、地域の
中で当たり前に普通の生活ができる環境づくりを推進することにより、社会福祉の増進に寄与することを目的
とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

目的

血液疾患臨床研究サ
ポートセンター

名古屋市昭和区 保健・医療・福祉

この法人は、血液疾患に対する臨床研究を実施及び支援し、臨床研究に関する情報収集、広報活動事業を行
い、広く社会に貢献することを目的とする。

高齢者生活支援セン
ター・あいち

名古屋市昭和区 保健・医療・福祉

この法人は高齢者、障害者への支援をとおして、彼らの日常生活に係る諸問題の改善や、死後に発生すると思
われる諸問題の解決を図り、地域社会全体の福祉と利益に寄与することを目的とする。

食事サービス松栄

名古屋市昭和区 保健・医療・福祉

この法人は、地域の高齢者、障害者に対して、生活援助型食事サービスに関する事業を行い、安心して暮らす
ことができる地域作りの増進に寄与することを目的とする。

スマイルライフサポート

名古屋市昭和区 保健・医療・福祉

成年後見センター道

名古屋市昭和区 保健・医療・福祉

先端医療推進機構

名古屋市昭和区 保健・医療・福祉

中部先端医療開発円環
名古屋市昭和区 保健・医療・福祉
コンソーシアム

中部臨床研究ネットワー
名古屋市昭和区 保健・医療・福祉
ク

テロメア

名古屋市昭和区 保健・医療・福祉

名古屋市民生活支援セ
名古屋市昭和区 保健・医療・福祉
ンター

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は、日々の生活に手助けが必要となった人々を対象に互いに助け合って共に生きることを基本精神と
し、地域に根ざした介護サービス等をはじめとする福祉や子どもの健全育成に関する事業を行い、誰でも安心
して笑顔で暮らしていくことのできる地域社会づくりに努め、福祉の向上や公益に寄与することを目的とす
る。
この法人は、自らの意思を決定することや、その人生及び生活を組み立てることが困難な重い障害を持った人
たちの、人生のあらゆる場面での、その人らしい意思決定の支援を行い、これらの者の福祉の向上に寄与する
ことを目的とする。
難病を抱えた患者にとって、新しい医療分野と医療技術が開発され、これまで治療方法がなく患者が死亡した
り、生活の質が障害されたりするさまざまな疾病に対して、新しい医療が提供されることが望まれている。こ
のような難病治療の可能性を少しでも高めるため、新しい医療技術の開発につながりうるアイデアの種を早期
に見出し、育て上げ、実地臨床へフィードバックされることが必要である。先端医療推進の問題点は、研究が
多分野に関ることや社会との必要な情報交換が十分なされていないことにある。本法人はこうした現状と、問
題点を充分把握した上で先端医療と社会とのネットワークの確立と新しい医療技術の開発の支援を目指し設立
するものである。
この法人は、社会のニーズに的確に応えるため、互いに連携して新たな医療技術や医療機器の開発事業を行
い、もって我が国のみならず人類の健康と平和に貢献することを基本理念とし、難病や希少疾患等の未だに有
効な治療方法が明らかにされていない疾病や、患者の生活の質の向上のための医療技術の改良等について、中
部地域の大学等が協働して前臨床試験や臨床試験を行うことにより開発を加速し、いち早く患者の下へ届ける
ことを目的とする。
この法人は、多施設共同の質の高い臨床研究の実施及び実施支援、並びに臨床研究の支援及び広報に関する事
業を行い、研究から得られた情報及び知見、並びに臨床研究の意義と重要性の普及を通じ、保健、医療の増進
に寄与し、広く社会に貢献することを目的とする。
この法人は、高齢化が進む日本において高齢者や障害者が豊かな老後を送るために、健康、資産形成・保全、
雇用、という３つの点に着目し、これらに関する知識を得たり相談を受けたりする場を提供することを通じ
て、地域福祉の向上に寄与することを目的とする。
この法人は、一般市民、中でも高齢者・障がい者を含む生活弱者に対して、安心・安全・生きがい・自立をコ
ンセプトに、生活のサポートから没後のアフターケアまで様々なニーズに応える事業を行い、生活弱者と地域
社会との繋がりを深め、より良い地域づくりに寄与することを目的とする。

18/33

名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

名古屋整形外科地域医
名古屋市昭和区 保健・医療・福祉
療連携支援センター

ひだまりの里

名古屋市昭和区 保健・医療・福祉

骨バンクネットワーク東
海

名古屋市昭和区 保健・医療・福祉

舞夢

名古屋市昭和区 保健・医療・福祉

わーずジャパン

名古屋市昭和区 保健・医療・福祉

ＺＯＴ

名古屋市瑞穂区 保健・医療・福祉

愛知オーラルケア研究会 名古屋市瑞穂区 保健・医療・福祉

目的
この法人は、医療従事者・企業・自治体職員などとともに、それぞれの役割を発揮しながら地域で連携し、人
が安心して医療保健サービスを受けることができるようにするためのシステム作りと、そのための医療従事者
人材育成、調査研究や政策提言および発表、相談や助言、知識の普及や情報提供などに関する事業を行い、安
心して医療保健サービスを受けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
この法人は、就労が困難な障がい者に対して、安心して自立生活ができる地域社会の実現に向けて、作業援助
及び日常生活支援に関する事業を行い、障がい者の社会参加、自立生活に係る問題の改善や解決を図り、社会
福祉の増進と障がい者が暮らしやすいまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
この法人は、提供施設において生体から手術時に摘出された骨(同種骨）の収集と管理及び提供に関する事業
を行い、外傷、腫瘍、人工関節の障害などによって骨欠損のある市民の運動機能回復に寄与することを目的と
する。
この法人は、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害のある方、看護を必要とする方に対し、地域生活支
援に関する事業を行い、併せて障害のある方、看護を必要とする方と市民とが共生するまちづくりと地域福祉
の増進を図ることにより、社会全体の利益に寄与することを目的とする。
この法人は、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害のある方とご家族に対し、地域生活支援に関する事
業を行い、併せて障害のある方と市民とが共生するまちづくりと地域福祉の増進を図ることにより、社会全体
の利益に寄与することを目的とする。
この法人は、広く一般市民に対して、禅・瞑想・ヨガ等を通しての心のケアの啓発・推進に関する事業、禅・
瞑想・ヨガ等を通しての心のケアについての勉強会の企画・開催に関する事業を行い、健全な精神並びにすべ
ての人が心穏やかに生活を送ることができる地域社会の形成を図り、もって広く公益に寄与することを目的と
する。
この法人は、広く一般の人に対して、事例報告会開催事業及び情報誌発刊事業等を行い、口腔ケアに関する知
識・技術の向上を図り、その進歩に寄与することを目的として活動をする。

愛知福祉サービス総合
研究所

名古屋市瑞穂区 保健・医療・福祉

この法人は、たすけあいの精神をモットーに、高齢者や障害者・児童などさまざまな社会生活上の困難な状況
をかかえた人たちが、安心して暮らせる街づくりと地域社会の福祉の増進を推し進めることを目的とする。

囲碁の会

名古屋市瑞穂区 保健・医療・福祉

この法人は、囲碁を通し愛好される方々が囲碁を続けていくことに関する問題の解決を図り、棋力の向上と健
康の増進、伝統文化の継承・普及に寄与することを目的とする。

からし種

患者のためを思う医療

名古屋市瑞穂区 保健・医療・福祉

名古屋市瑞穂区 保健・医療・福祉

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は、生活に困窮する障がい者等に対して、社会資源の活用を図り、安心して地域生活が送れるように
相談や支援に関する事業を行い、障がいによって起こる生き辛さや、様々な環境境遇に係る問題の改善や解決 2018年3月2日
を図り、人間関係の再構築によって得る生活の質の向上と全ての人が大切な存在である事を感じあえる社会づ ～2023年3月1日
(認定)
くりの増進に寄与することを目的とする。
この法人は、広く一般市民に対し正当な利益と権利が尊重される医療を受けられるよう、セミナー、シンポジ
ウムの開催、印刷物、インターネット等を通じて情報の提供を行い、医療の質の向上と健康の増進に寄与する
ことを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

目的

名古屋市瑞穂区 保健・医療・福祉

この法人は、障害者（特に精神障害者）の日常生活・就労に関する相談・助言・指導を行う施設の管理・運営
を中心とした、精神保健福祉活動に関する事業を行うとともに、心に病のある人はもとより、心に悩みのある
人、心の健康を求める人へのメンタルヘルスを含めた精神保健福祉活動に対する地域の皆様の理解を得ること
により、地域社会の活性化・連帯感を育み、社会全体のノーマライゼーションの普及に寄与することを目的と
する。

心のオアシス

名古屋市瑞穂区 保健・医療・福祉

この法人は、高齢者・障害者・障害児・社会的弱者及びその家族、その他手助けを必要とする人に対して、日
常生活上の支援活動としての福祉サービスである介護サービス、共同生活支援サービス、就労支援サービスな
どに関する事業を行い、社会全体に係る問題の改善や解決を図り、福祉の向上と増進に寄与することを目的と
する。

シーン・ボイスガイド

名古屋市瑞穂区 保健・医療・福祉

心の憩いの広場 さくら
センター

すけっとファミリー

名古屋市瑞穂区 保健・医療・福祉

つくしんぼ

名古屋市瑞穂区 保健・医療・福祉

名古屋画像診断支援セ
名古屋市瑞穂区 保健・医療・福祉
ンター

名古屋外科支援機構

なでしこの会

にれの森

名古屋市瑞穂区 保健・医療・福祉

名古屋市瑞穂区 保健・医療・福祉

名古屋市瑞穂区 保健・医療・福祉

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は、視覚障碍者をはじめとする、あらゆる障碍者に対応した音声情報を生活に取り入れる活動を行
い、より豊かな文化生活の向上に寄与し、充実した福祉社会の実現を目指すことを目的とする。
この法人は、在宅で援助の必要な障害者、高齢者、社会参加をめざす女性やその家族、その他手助けを必要と
する人々に対して、住民参加とたすけあいの精神のもとに、地域に根ざした介護サービス等をはじめとする福
祉やまちづくりや子どもの健全育成に関する事業を行い、もっては社会福祉や公益に寄与することを目的とす
る。
この法人は、名古屋市瑞穂区及び周辺の地域で生活する、しょうがいを抱えた人がその人らしく主体的に暮ら
すための、就労の支援、生活上の便宜の供与、余暇の支援に関する事業を行い、しょうがい児・者が地域で暮
らす上での諸問題の改善や解決を図り、しょうがい児・者の生活の質の向上と福祉の増進に寄与することを目
的とする。
この法人は、地域住民および地域医療に従事する医師に対する遠隔画像診断の支援や活用、画像診断の品質管
理に関する事業、および、放射線医学の教育研究に関する事業を行うことにより、地域医療の質の向上に寄与
することを目的とする。
本機構は、外科学・外科診療に関連する知識・技術をもつ者が、互いに協力し外科学・外科診療に関して調査
研究及び教育普及活動、並びにその支援を行うものである。本機構は、不特定多数の市民団体等を対象に情報
公開、助言を行うと共に、教育を推進し次代の人材を育て、また、外科学・外科診療の習得を目的とする留学
生の支援による国際協力を行うことにより、新たな診療技術の開発を通じ、広く公益の増進に寄与することを
目的とする
この法人は、ひきこもりを一人でも多く自立させ、社会の一員としての責務を果たし、かつ、この世に生をう
け、生きる喜びを享受できるための、心のケアーと福祉システムの確立と充実を目指し、その緊急性を広く社
会全般に訴える。根強い偏見や世間体問題などの社会的意識改革に、行政も国をあげて取り組むべきことを訴
え、真に開かれた21世紀共生社会、すなわち、あらゆる弱者を含め、みんなが平等に生きる幸せを享受できる
社会の実現に寄与することを目的とする。
この法人は、福祉サービスを必要とするものが、心身ともに健やかに育成され、又は社会、経済、文化、その
他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、その環境、年齢及び心身の状況に応じ、地域に
おいて必要な福祉サービスを総合的に提供されるように援助し、社会福祉の増進に寄与することを目的とす
る。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

目的

ひだまりねっと

名古屋市瑞穂区 保健・医療・福祉

この法人は、広く一般に人に対して、介護福祉に関わる情報の提供に関する事業等を行い、社会福祉に寄与す
ることを目的とする。

みずほ

名古屋市瑞穂区 保健・医療・福祉

この法人は、障害者等の生活弱者に対して、生活介助等に関する事業を行い、公共の福祉に寄与することを目
的とする。

名古屋市熱田区 保健・医療・福祉

この法人は、市民に対して、介護保険事業者およびその他の事業者に対する第三者評価に関する事業を行い、
その事業内容について客観的に市民に伝えるとともに、福祉施設の調査・研究活動を行い、併せて理想的な福
祉サービスを提供し、社会福祉制度の健全な発展に寄与することを目的とする。

『サークル・福寿草』

Inity

名古屋市熱田区 保健・医療・福祉

愛知介護保障協会

名古屋市熱田区 保健・医療・福祉

この法人は、障害のある方と家族に対して、障害があっても生まれ育った家、街で自身の望む人生を送ること
ができるよう、生き方や支援の選択種を一つでも多くしていく為、地域支援に関する事業を行い、併せて障害
のある方が地域の人々と同じ市民の一人として共生する街づくりと地域福祉の増進を図ることにより、社会全
体の利益に寄与することを目的とする。
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。
この法人は、障害児者・家族にかかわる相談活動・権利擁護活動、調査・研究活動、研修活動、情報提供活
動、交流活動、生活・介護への支援、移送支援に関する事業を行うことにより、障害児者・家族の福祉・教
育・医療・保健の増進を図り、もって社会福祉に寄与することを目的とする。

あいち障害者センター

名古屋市熱田区 保健・医療・福祉

くらし応援ネットワーク

名古屋市熱田区 保健・医療・福祉

この法人は障がいをもつ人達が、住みなれた地域でひとりひとりにあった自立した生活と社会参画の活動がで
きるように支援する事業を行い、地域社会の中でノーマライゼーションの推進に寄与することを目的とする。

名古屋市熱田区 保健・医療・福祉

この法人は、主に福祉分野で働く者が健康の維持・管理・増進をすることを援助すると共に、福祉の担い手が
健康で安心して継続的に働くことのできることの増進を図ることにより、社会全体の利益に寄与することを目
的とする。

けんこうを支える会

シニアライフサポート・
フィオーレ

名古屋市熱田区 保健・医療・福祉

しらとり

名古屋市熱田区 保健・医療・福祉

この法人は、高齢者に対して、メイク療法や生涯学習、福祉サービスに関する事業を行い、高齢者の孤立や寝
たきり及び、認知症予防に係る問題の改善や解決を図り、又子育て中の親に対する子育て支援を行う事によっ
て、子供の健全育成を図り、人々の日常生活の質の向上と積極的な社会参加の増進に寄与することを目的とす
る。
この法人は、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害者一人ひとりがどんなに重い障害があっても、個性
を生かし、社会の一員として自立できる力を高めるために、社会参加および地域生活支援に関する各種事業を
行い、市民と共生するまちづくり、地域福祉の増進に寄与することを目的とする。

成年後見もやい

名古屋市熱田区 保健・医療・福祉

この法人は、障害者・高齢者に対して、法人後見に関する事業を行い、地域で生活する障害者や高齢者の権利
を守り、その生活の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

名古屋市市民活動推進センター

認定期間
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

みろく

愛知県健康管理士会

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

名古屋市熱田区 保健・医療・福祉

この法人は一般市民に対して高齢者日常生活支援事業の情報提供及び相談業務を行い、高齢者生活支援事業の
担い手の増加を図るとともに、担い手となられた方と担い手を必要とされる企業との橋渡しを行い、高齢者の
地域社会との繋がりを保ち、高齢者でも安心して働ける社会の構築を行うことによって、社会福祉の向上に寄
与することを目的とする。

名古屋市中川区 保健・医療・福祉

この法人は、地域の人々が、身体的・精神的・社会的に健康で、快適に楽しく、生きがいを持って、いつまで
も住み慣れた地域で暮らせるよう、愛知県及び東海地区の市民及び企業に対して、生活習慣病予防、介護予防
等の健康増進に関する啓発・相談・助言及び人材育成の事業を行い、地域社会の健康増進に寄与することを目
的とする。

愛知理美容福祉協会
名古屋市中川区 保健・医療・福祉
キュー年みらいグループ

共愛ライフエンディング
サポート

秀愛の会

目的

名古屋市中川区 保健・医療・福祉

名古屋市中川区 保健・医療・福祉

この法人は、高齢者及び身障者で外出の困難な者に対して、訪問理美容に関する事業等を行ない、社会福祉に
寄与することを目的とする。
この法人は、超高齢者社会の中で、医療・福祉の連携を中心とする地域包括支援体制のうち、高齢者・障害者
が安心・安全に生活できるよう、各種の社会教育を行い、財産管理を中心にその生活を支援し、また没後にお
ける葬儀、供養の実施、債権債務の清算、相続事務処理等を行うことにより、本人及び近親者または近隣者の
精神的、経済的負担を軽減し、高齢者・障害者の社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、高齢者等に対して、高齢期のいきがい・健康維持に資するとともに、生活支援に関する事業、空
き店舗の有効利用による商店街活性化に関する事業及び緑化の推進による潤いある街づくりに関する事業を行
い、高齢者福祉及び地域の活性化に寄与するとともに、豊かに生活することの出来る社会づくりのために、行
政と個人、個人と個人との連携を深めることを目的とする。

東海外国人生活サポー
名古屋市中川区 保健・医療・福祉
トセンター

この法人は、在日外国人等に対して、生活サポートに関する事業を行い、在日外国人等が日本で生活する上で
の問題の改善や解決を図り、在日外国人等の生活の向上と福祉の増進及び多文化共生への理解の促進に寄与す
ることを目的とする。

とくがわ

名古屋市中川区 保健・医療・福祉

この法人は、障害者（児）に対して、、障害者（児）の自立に関する事業を行い、障害者（児）の方々に係る
問題の改善や解決を図り、生活の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

なかよし

名古屋市中川区 保健・医療・福祉

日本心理カウンセラーズ
名古屋市中川区 保健・医療・福祉
連盟
福祉支援会

名古屋市中川区 保健・医療・福祉

めいせい

名古屋市中川区 保健・医療・福祉

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害を持つ人々や家族に対して、社会生活自立支援及び
権利擁護等に関する事業を、市民、行政、医療機関、事務所等との連携と共同によって行い、もって地域福祉
の創造と発展に寄与することを目的とする。
この法人は、不特定かつ多数のものに対して、心理カウンセリングに関する事業を行い、心の健康に係る問題
の改善や解決を図り、精神活動の向上と心の健康の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、障害者、その家族、その他の手助けを必要とする人に対して、介護、福祉サービス、地域生活支
援に関する事業を行い、障害者に係る問題の改善や解決を図り、地域社会の増進に寄与することを目的とす
る。
この法人は、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害を持つ人々や家族と協力して社会生活自立支援及び
権利擁護等に関する事業を、市民、行政、医療機関、事業所等との連携と共同によって行い、もって地域福祉
の創造と発展に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称
夢工房

リバイブ

ＪＣサークル

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

名古屋市中川区 保健・医療・福祉

名古屋市中川区 保健・医療・福祉

名古屋市港区

保健・医療・福祉

目的
この法人は、障害児者をはじめとする、一般的な生活や社会参加が困難な者に対して、就労の機会の提供や福
祉に関する事業を行い、それらの人々の社会的適応に係る問題の改善や解決を図り、人権の保障による生活の
質の向上と社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、障害を持つ方（主として精神に障害を持つ方）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に基づく障害福祉サービスに関する事業を行い、日常生活上、社会生活上の支援及び
就労支援、相談援助、地域との交流などに関する生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な
知識及び能力の向上と必要な訓練やその他の必要な支援を市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健
医療サービス又は福祉サービスを提供する者等と連携と協同によって行うことで、精神保健福祉の向上と主と
して精神に障害を持つ方の社会経済的参加と自立の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、地域住民（高齢者・障害者・子育て家族・介護家族など）に対して、演奏・伴奏等の音楽活動、
健康体操等のレクリエーション・スポーツ指導或いは、環境や食に関する講演会等の事業を行い、心身の健康
増進への寄与、充実した生活への扶助となる提案を行う。また、地域社会に係る疎遠、孤独といった問題に対
しても、地域住民とのふれあい活動及びそれに関わるボランティア活動全てを通じて支援の体制をとっていく
ことを目的とする。
この法人は、障害を持つ方に対して、作業所型地域活動支援事業を通じて、将来、就労実現に向けた取組を行
うと共に、基本的な生活習慣等を、身に付ける観点から一人ひとりの資質特性に応じた適切な助言指導を行う
ことを目的とする。

アイドル作業所

名古屋市港区

保健・医療・福祉

愛実の会

名古屋市港区

保健・医療・福祉

愛らんど

名古屋市港区

保健・医療・福祉

えがお

名古屋市港区

保健・医療・福祉

この法人は、広く一般市民に対して、障害者及び障害児の支援に関する各種事業を行い、地域社会の福祉の増
進を図り、もって広く公益に寄与することを目的とする。

保健・医療・福祉

この法人はノーマライゼーションの理念に基づき、障害のある方の地域生活支援事業を行い、地域社会の中で
「安心して心豊かに暮らす」ため一人ひとりが個々に応じた「地域での普通の暮らし」ができることを目的と
する。

輝

伸生

名古屋医療人材機構

名古屋市港区

名古屋市港区

名古屋市港区

名古屋市市民活動推進センター

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

認定期間

この法人は、障害のある方と、そのご家族及び関係者に、障害のある方が地域で生き生きと生活できるための 2018年3月6日
各種生活支援に関する事業を行い、地域福祉社会の増進に寄与することを目的とする。
～2023年3月5日
(認定)
この法人は、生活援助を必要としている高齢者に対して、介護予防・日常生活支援総合事業のうちの介護保険
法に基づく第1号訪問事業を行い、生活困難者に係る問題の改善や解決を図り、地域住民の生活の向上に寄与
することを目的とする。

この法人は、障害を抱える人に対して、社会の中で一人の人間として「生きがい」と活躍できる場所を共に見
つけ、提供することに関する事業を行い、障害者の差別や雇用に係る問題の改善や解決を図り、障害者の地位
の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、医療機関及び介護施設に対して、各機関に代わり日本で就労を希望する外国人研修生及び留学生
（看護師及び介護士候補者）の就労支援に関する事業（日本語学習及び国家試験対策）を行い、医療及び介護
現場の人材不足に係る問題の改善を図る。日本の医療及び介護の向上と訪日外国人に対し日本の高度医療を使
えるようにし、医療機関での受診や検診の機会や情報を提供し、国際交流の増進に寄与することを目的とす
る。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称
花と緑と健康のまちづく
りフォーラム

ひろがり

2018年4月30日現在
所在地

名古屋市港区

主な活動分野

保健・医療・福祉

名古屋市港区

保健・医療・福祉

ファミリーサポートなごや 名古屋市港区

保健・医療・福祉

まちかどサポートセン
ター

名古屋市港区

ライフパートナー（同じ法
名古屋市港区
人名あり）

ＴＯＢＥＣ

あいウィル

愛知県断酒連合会

あした

アドバンス

名古屋市南区

名古屋市南区

名古屋市南区

名古屋市南区

名古屋市南区

名古屋市市民活動推進センター

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

目的

認定期間

この法人は、広く一般の人々に対し、植物や園芸・農芸作業を活かした健康・福祉・環境・まちづくりを普
及・啓発・実践・研究に関する事業を行い、心身の癒し、健康回復や維持増進、生活の質の向上をもたらすと
考えられている園芸の効果により、生きがいを持って生涯現役で暮らすための環境や文化を創造し、地域住民
の福祉に寄与することを目的とする。
この法人は、障がい児の子育てと障がい者の豊かな生活の支援に関する事業を行う。また、障がい児の子育て
と障がい者の豊かな生活を支援するための各種研修事業、研究事業などを行うことにより、障がい児（者）を
とりまく環境をよりよくし、地域福祉の増進と向上に寄与することを目的とする。
この法人は、誰もが、その個人と人格を尊重される共生社会を実現するために、また、住み慣れた地域で心豊
かに暮らし、困ったときも安心して過ごせるまちづくりを進めるために、たすけあい、育ち合いの理念で福祉
サービス、子育て支援をすることによって、生活文化の向上を図ることを、目的とする。
この法人は地域に開かれた運営により、だれもが夢と希望をもち、自分らしく豊かに生活できる地域社会の実
現を目指して、児童から高齢者までの障害をもつ人々やその家族に対する相談援助及び日常生活上の訓練など
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。
この法人は、障害者及び高齢者に対して、地域生活の一員としてよりよい生活ができるように、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、その就労及び自立支援の要望に応えることを通じて、障害者及
び高齢者の社会参加ならびに家族や地域社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、精神障害者に対して、相談援助及び日常生活上の支援などに関する事業を行うと共に、精神障害
者が自分らしく豊かに生活できる地域社会の実現を目指して、精神保健福祉の向上と精神障害者の社会的自立
に寄与することに努力し、精神障害者問題に対する社会的理解を促進することを目的とする。
この法人は、日本及びアジア地域における生活困窮者に対して、青少年教育や医療機会の充実を図り、生活の
自立・向上を促すための情報提供及び支援活動を行い、加えて、アジア各国内及び日本国内に在住する日系人
や新日系人に係る問題の改善や解決を図り、人権尊重と社会的地位の向上を目指す調査・支援を行い、もって
日本とアジア地域の友好的発展及び社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、愛知県内のアルコール問題に取り組む団体等の活動を支援する事業及び、アルコール依存症に苦
しむ人々と家族、子どもなど、酒害からの回復と癒しを求める者を支援し、断酒によって明るい人生の建設を
目指す事業を行うと共に、酒害に関する啓発活動を行い、酒害の及ぼす社会悪の防止やアルコール依存症の世
代間連鎖を断ち切る努力をし、健全な家庭生活を営み、幅広く社会福祉に貢献する事を目的とする。
この法人は、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害のある方とご家族に対し、地域生活支援に関する事
業を行い、併せて障害のある方と市民とが共生するまちづくりと子どもの健全育成及び地域福祉の増進を図る
ことにより、社会全体の利益に寄与することを目的とする。
この法人は、障害者福祉の理念に基づき、一人一人が個々の障害に応じて、個性を生かし、働くことを通じて
社会参加および、地域生活支援に関する各種事業を行い、市民と共生するまちづくりおよび、地域福祉の増進
に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

かいごつたえ隊

名古屋市南区

保健・医療・福祉

希望・あすなろ

名古屋市南区

保健・医療・福祉

グリーンライフ

ココロ

名古屋市南区

名古屋市南区

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

目的
この法人は、名古屋市民に対して、介護に関する事業を行い、介護予防、介護負担、介護不安などに係る問題
の改善や解決を図り、市民の介護に対する安心感の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、団塊世代や高齢者を含む全ての人とその家族に対して、健康で元気な生活を行うための事業並び
に、地域に溶け込めるための援助に関する事業を行い、健康増進に係わる問題の改善や解決を図り、地域社会
における暮らしの向上と福祉の増進に寄与し、暮らしやすい環境を次世代に引き継ぐ事を目的とする。
本会は高齢者の生きがいに関する事業を行い、また、環境の保全に関して、リサイクル（循環）型の緑化関連
の事業などを推進し、もって社会全体の利益の増進に寄与する事を目的とする。
この法人は、在宅の障害者や、入所している施設から地域に出て生活する事を望む障害者に対して、地域生活
支援サービス全般に関する事業を行い、障害者の権利を擁護し、障害者が自らの力によって助け合い、一市民
として社会で暮らす力を身につけられるよう応援し、人々の支援の輪を拡げ、安心して暮らせる地域障害者福
祉に寄与することを目的とする。

ゴジラの会

名古屋市南区

保健・医療・福祉

この法人は就労困難な知的障害者が軽作業を通して働くことの喜びと自信を感じ、各々の能力に応じた生活指
導、訓練、家族に対する相談援助、地域交流に関する事業を行うことにより、知的障害者に対する地域の理解
を促進し知的障害者やその家族が地域の中でゆとりを持って、生き生きと暮らせるよう福祉の向上と啓発に努
め、知的障害者が、安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。

さぽさん

名古屋市南区

保健・医療・福祉

この法人は、障害者・高齢者に対して、法人後見に関する事業を行い、地域で生活する障害者や高齢者の権利
を守り、その生活の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

保健・医療・福祉

この法人は、障がい者の自立を支援するために、教育と企業と福祉を繋ぐことをコンセプトとして、障がい者
や障がい理解に関する各種事業を実施し、障がい者がより豊かな生活を送ることができる社会を創造すること
を目的とする。

障がい者みらい創造セン
名古屋市南区
ター

担

名古屋市南区

東海福祉移動研究協議
名古屋市南区
会

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

ハート・ケア・コンシェル
ジュ

名古屋市南区

保健・医療・福祉

ハッピーラボ

名古屋市南区

保健・医療・福祉

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は、援助の必要な障害者・障害児や高齢者とその家族に対して福祉全般のサービスや情報提供を行う
こと、及び自らの外出・交通手段を持たない歩行困難な人々（以下、移動困難者という）に対して、外出・移
動に関する権利を確保・保障するため、相互に親睦を図りながら社会的に立ち遅れている移動困難者の外出・
移動手段の保障に関する事業などの支援事業を行い、社会福祉の向上に寄与することを目的とする。
この法人は、自らの外出・交通手段を持たない歩行困難な人々（以下、移動困難者という）に対して、外出・
移動に関する権利を確保・保障するため、相互に親睦を図りながら社会的に立ち遅れている移動困難者の外
出・移動手段の保障に関する事業などの支援事業を行うこと、及び援助の必要な障害者や高齢者とその家族に
対して福祉全般のサービスや情報提供等を行い、社会福祉の向上に寄与することを目的とする。
この法人は、ニート・引きこもりの若者、精神障がい者及びその家族に対して、病院紹介や施設紹介をはじ
め、心理的なケアを重視した継続的な訪問事業等を行うことにより、ニート・引きこもりの若者、精神障がい
者及びその家族の精神的充実を促し、もって彼らの心身の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、一般市民、特に高齢者や子ども達に対して、高齢者とそのご家族等に対する日常生活の相談及び
支援に関する事業、保育・育児についての相談及び支援に関する事業等を行い、地域福祉の増進及び子育ての
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。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称
ハピネス

2018年4月30日現在
所在地

名古屋市南区

主な活動分野
保健・医療・福祉

目的
この法人は、日常生活において支障をきたす県内住民に対して、福祉サービスに関する事業を行い、社会全体
に貢献することを目的とする。
この法人は、今後ますます期待される在宅介護制度の改革に合わせ、適切な介護知識を持つ人材を育成する事
業実施するとともに、法人自らが主体となって、適切な介護を要介護者に提供するための事業を実施し、以っ
て公益に寄与することを目的とする。

ふれあいゆめひろば

名古屋市南区

保健・医療・福祉

ゆめの木タウン

名古屋市南区

保健・医療・福祉

この法人は、知的障害児者に対する共同作業所運営に関する事業を実施し、その就労および自立支援の要望に
応えることを通じて障害児者の社会参加ならびに家族や地域社会の福祉の増進に寄与することを目的とする。

１９８０

名古屋市守山区 保健・医療・福祉

この法人は、重症心身障害者をはじめ、重度の障害を持たれた方々に対して、地域生活の支援に関する事業を
行い、広く社会の福祉に寄与することを目的とする。

愛夢

名古屋市守山区 保健・医療・福祉

この法人は、障害者（児）、ＤＶ被害者（児）、不登校、ひきこもりなど何かしらの支援を必要とする者及び
地域住民に対し、自立生活支援、障害福祉サービスや相談支援に関する事業の実施、安全確保、心の健康の保
持増進に関する事業の実施を行い、行政機関や他の民間団体と連携を取り、地域活動を通じてノーマライゼー
ションの理念に則ったまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

あおい

名古屋市守山区 保健・医療・福祉

この法人は、高齢者及び障害者に対して、福祉サービスに関する事業を行い、高齢者及び障害者の日常生活に
係る問題の改善や解決を図り、高齢者及び障害者の日常生活の向上と地域社会に密着した日常生活の増進に寄
与することを目的とする。

遊ぼ

名古屋市守山区 保健・医療・福祉

この法人は、障害者及びその家族に対して、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。

ことだま

名古屋市守山区 保健・医療・福祉

すみれ

名古屋市守山区 保健・医療・福祉

つくし

なないろ

名古屋市守山区 保健・医療・福祉

名古屋市守山区 保健・医療・福祉

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

私たちは言霊が持つ“良き言の葉”を支柱とし、高齢者の方々や個性（障害）を持たれている方々に安心・安
楽な在宅生活を過ごして頂けるよう努め、且つ、ご家族の方々、地域社会と協働・共存していけるように活動
していく事を目的とする。
この法人は、地域に住む助けの必要な人に対して、その人らしく住み慣れた地域で暮らし続けられるために、
高齢者介護及び福祉サービス事業を行い住民一人一人の小さな手が寄り集まって自然体でお互いを支え応援し
合える社会の実現に寄与することを目的とする。
この法人は、聴覚に障害を持つ者（聴覚障害児・者）または聴覚と他の障害とを併せ持つ者（ろう重複障害
児・者）とその家族に対して福祉サービスの諸事業を行う。
2017年3月29日
これらの事業は、コミュニケーション環境の整備を図ることによって、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ地
～2022年3月28日
域で生活を営むことができるように支援する。また利用者の生涯にわたって、自立と社会参加・活動を実現す
(認定)
るためのあらゆる支援を行うことを目的とする。
この法人は、社会的に弱い立場に立たされている障害者、高齢者等が、地域の方々の優しさに包まれ、一人ひ
とりが生活の意欲を高めて、社会の一員として心豊かに過ごすことが出来るよう、障害者及び高齢者、その他
援助を必要とする人々に対して支援に関する各種の事業を行い、地域社会の増進に寄与することを目的とす
る。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称
福祉戦略会議

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

名古屋市守山区 保健・医療・福祉

目的
この法人は、地方自治体・社会福祉協議会・各種社会福祉団体と協調し障害者の自立への応援、並びに高齢
者・障害者の福祉環境改善への支援事業を行い、要介護高齢者・障害者の健康で幸せな生活の実現に寄与する
ことを目的とする。
この法人は、日常生活及び社会生活を営むために支援を必要とする高齢者並びに身体、知的及び精神障害者、
またはこれらの介護者に対して、介護サービス事業、障害者福祉サービス事業、介護を受ける者及び介護者へ
の生活支援及び相談に関する事業を行い、社会問題化している老々介護や介護離職に係る問題の改善や解決を
図ることで、介護を受ける多くの高齢者や障害者の日常生活や社会生活の質の向上と、介護者の負担軽減に寄
与することを目的とするとともに、家庭内暴力その他のドメスティックバイオレンスの被害を受けている女性
や子供に対して、加害者から保護する事業や、経済的な自立を支援する事業を行い、重大な犯罪の発生や、被
害の再発防止を図ることで、被害者の生命及び身体の保護並びに人権の擁護に寄与することを目的とする。

ホームケアこみち

名古屋市守山区 保健・医療・福祉

ぽけっと

名古屋市守山区 保健・医療・福祉

この法人は、障害者に対して、生活訓練・創作活動に関する事業を行い、保健・医療又は福祉に寄与すること
を目的とする。

森のどんぐり

名古屋市守山区 保健・医療・福祉

この法人は、ノーマライゼーションの理念に基づき、障害（児）者とその家族に対して、介護、福祉サービ
ス、地域生活支援に関する事業を行い、社会全体の福祉の向上に寄与することを目的とする。

ライフサポート研究会

名古屋市守山区 保健・医療・福祉

この法人は、高齢者の心身の健康を保つために何が有効かを研究し、人々や社会と繋がる様々な活動を通じ
て、高齢者が生き甲斐を感じ、安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。

ライフプラン

名古屋市守山区 保健・医療・福祉

この法人は、障害児者に対して、障害児者通所支援や生活の自立支援の活動を行い、社会に寄与することを目
的とする。

CoLoプロモーション

名古屋市緑区

保健・医療・福祉

この法人は、中高齢者の運動機能低下の予防、生活の質の向上を目指し、地域型健康体操教室を開き同時に体
操指導者の養成及び、派遣を行い高齢化の進む社会において健康寿命の増進に寄与することを目的とする。

Ｊnext

名古屋市緑区

保健・医療・福祉

あゆみの会友

名古屋市緑区

保健・医療・福祉

えんとかく

大高福祉支援センター

名古屋市緑区

名古屋市緑区

名古屋市市民活動推進センター

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

認定期間

本法人は、安心して暮らせる高齢者賃貸住宅を整備し、高齢者が自立して生活できる様、多面的に支援する。
最後まで、生き生きと健康に暮らせる福祉社会を形成していくことをもって、社会全体の利益に寄与する事を
目的とする。
この法人は、ノーマライゼイションの理念に基づき、障害のある方とご家族に対して、地域生活支援に関する
事業を行い、併せて障害のある方と市民とが共生する町づくりと地域福祉の推進を図ることにより、社会全体
の利益に寄与することを目的とする。
この法人は、発達障害児（発達障害者）及びその保護者に対して、児童福祉法に基づく児童発達支援及び児童
福祉法に基づく放課後等デイサービス事業を行い、親の負担を軽減させ、通所事業を通して、持っている力を
十分に引き出し、運動面、精神面の発達を促し、生活する力が身につくように援助することを目的とする。
この法人は、一つは地域の高齢者や身障者等の身体的不自由な人が、自力での解決に困難や不便を感じる日常
の問題事項を軽減し、又は解消するための生活支援に関する事業を行い、福祉の向上に寄与する事。二つは、
地域住民が日常的に不安を感じる自然災害や火災等の防災・減災、又犯罪や交通災害等の防止・抑止に関する
安全活動支援事業を行い、地域の安全保持に寄与する事を目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

風の会

2018年4月30日現在
所在地

名古屋市緑区

主な活動分野

保健・医療・福祉

かんばす

名古屋市緑区

保健・医療・福祉

きつおんサポートネット
ワーク

名古屋市緑区

保健・医療・福祉

きらきら輝くまるですよ！ 名古屋市緑区

保健・医療・福祉

きらめき

保健・医療・福祉

グリーンハート

名古屋市緑区

名古屋市緑区

健康支援エクササイズ協
名古屋市緑区
会

権利擁護支援『ぷらっと
ほーむ』

保健・医療・福祉

保健・医療・福祉

名古屋市緑区

保健・医療・福祉

高齢者介護・施設を支援
名古屋市緑区
する会

保健・医療・福祉

幸せつむぎ

名古屋市緑区

名古屋市市民活動推進センター

保健・医療・福祉

目的

認定期間

この法人は、重症心身障害者(児)その他の重度障害者(以下、重症心身障害者等という)、その家族及び関係者
並びに地域社会に対して、適切な療育、生き生きとした地域生活の場の提供及び重症心身障害者等に関する正
しい知識の啓蒙に関する事業を行い、重症心身障害者等のよりよい成長、幸福な人生の創造に寄与することを
目的とする。
この法人は、ノーマライゼーションの理念に基づき、高齢者、障害者及びその家族に対し、地域生活支援に関
する事業を多角的に行い、併せてこれらの方々と市民とが共生するまちづくりと地域福祉の増進を図ることに
より、社会全体の利益に寄与することを目的とする。
この法人は、吃音のある人及びその家族、支援者に対する教育や交流の機会の提供を通じて、吃音のある人が
生きやすい社会を実現することを目的とする。
この法人は、障害のある人や支援の必要な人に対し、地域の中で自分の暮らしを充実させいきいきと安心安全
に暮らすことができるようにするための事業を行い、障害のある人が抱える暮らしにくさや障害のある人に対
する差別偏見などの様々な問題の解決や改善を図り、適切で良質な支援と差別のない優しい理解と協力にあふ
れた地域社会や社会資源の構築に寄与することを目的とする。
この法人は、障がいが重く多くの支援が必要な人々が、日頃から障がいのない人と一緒に過ごす事により共に
理解を深め、社会の中での役割を見出し、共に生きていくことの重要性を多くの人々に伝えていく地域福祉の
増進に寄与することを目的とする。
この法人は、障害をもつ人々に対し社会生活自立支援事業、相談援助事業、及び権利擁護等に関する事業を行
い、支援を必要とする人々の生活がより豊かになるよう、地域住民や関係諸機関と連携を図り、精神保健福祉
の向上と社会的理解の促進、及び地域福祉の発展に寄与することを目的とする。
この法人は、主に高齢者や低体力者をはじめとする一般の人々に対して、運動を通じて、健康づくりを普及す
るとともに支援を行い、新しい運動プログラムの開発と運動指導者の育成及び知識、技術の向上に関する事業
を行い、健康で自立した生活をできるだけ長く続けられるように、健康の維持・増進ならびに地域の活性化に
寄与することを目的とする。
この法人は、地域の民生委員、福祉行政経験者、生活援助者、ケアマネージャー、医師、弁護士、研究者及び
地域福祉に熱意を有する人たちが中心となって、地域に在宅する高齢者や障害者或いは一人暮らしその他支援
を要する人たちが、個人の尊厳を保持し、地域社会を構成する一員として、心身ともに健やかに日常生活を営 2015年7月23日
むことができるように、権利の擁護を図り、福祉、保健及び医療などの公的サービスの享受を支援するととも ～2020年7月22日
に、その及ばない部分においても生活を支える活動を行い、もって地域性に立脚した地域福祉の推進を図るこ (認定)
とを目的とします。
この法人は、高齢者介護・施設に対して、各種アクティビティー支援及び高齢者施設運営支援に関する事業を
行い、高齢者の喜びや生きがいに寄与することを目的とする。
この法人は、障がいのある人を含めた地域の人々に対して、障がいのある子どもとない子ども、障がいのある
人と地域の人とが、日常的なかかわりを持てるような福祉の拠点づくりに関する事業を行い、障がい者理解に
関わる問題の改善や解決を図り、障がい児教育の向上と、お互いの存在を理解することで成長していける地域
福祉の増進に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

目的

認定期間

すぅみーる

名古屋市緑区

保健・医療・福祉

この法人は、障がい者を対象として、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に基づく
各種支援事業を行い、利用者の意向を尊重してサービスが総合的に提供されるよう創意工夫することで、障が
い者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営むことができるよう支援し、社会参画の実
現に寄与することを目的とする。

たすけあい名古屋

名古屋市緑区

保健・医療・福祉

この法人は、困ったときはお互いさまの気持ちで、受け手と担い手との対等な関係を保ちながら活動を行い、
2013年7月5日
互いに支え合うことにより、安心して暮らすことのできる地域社会を作るために、会員に対して福祉サービス
～2023年7月4日
活動および育児サービス活動などを行い、公益の増進に寄与することを目的とする。
(認定)

地域SOSカウンセリング
名古屋市緑区
団体

保健・医療・福祉

名古屋市精神障害者家
名古屋市緑区
族会連合会

保健・医療・福祉

ナチュラル

名古屋市緑区

保健・医療・福祉

福祉サポート滝ノ水

名古屋市緑区

保健・医療・福祉

この法人は、広く一般市民に対して、傾聴やカウンセリングを通じて心のケアに関する事業を行い、心の病気
や人間関係に係る問題の改善や解決を図り、一般市民の心の健康の増進に貢献することで、もって広く公益に
寄与することを目的とする。
この法人は名古屋市内の精神障害者家族に対して、相談支援、普及啓発に関する事業を行い、日常生活の困難
事例に係る問題の改善や解決を図り、精神障害者と家族の生活の質の向上と医療、福祉の増進に寄与すること
を目的とする。
この法人は、障害者・高齢者とその家族・地域の人々に対して、介護及び自立支援・地域の交流に関する事業
を行い、福祉に係る問題の改善や解決を図り、地域社会の利益の向上と地域福祉の増進に寄与することを目的
とする。
この法人は、要介護高齢者及び障害者（児）に対して介護に関する事業を行い、社会の福祉に寄与することを
目的とする。

保健・医療・福祉

この法人は、主に肢体不自由者に対して、障がい福祉、介護、医療に関する事業を行い、身体・精神機能、日
常生活や社会生活等の個人因子に関わる改善や解決を図るとともに、社会におけるバリアフリー等の環境的因
子や社会保険制度における社会的因子の改善や解決を図ることで、地域においてその人が持つ能力を最大限に
発揮して自立や自律した生活を送り、かつ社会で積極的に参加できるよう、福祉の増進に寄与することを目的
とする。

ＡＥＤ（自動体外式除細
動器）活用促進機構

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

この法人は、全国に既設されているＡＥＤ（自動体外式除細動器）に対して、日常的に保守、点検、管理を行
いＡＥＤ使用時の事故やトラブルを無くし、また、新たにタクシーに無償貸与し、常備搭載を行いタクシーの
ＧＰＳ配車による緊急かけつけ活動を行い、救命操作までのタイム短縮をはかり、心肺蘇生率の向上に寄与す
る。

Hands

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

この法人は、高齢者及び障害者等に対して、通所介護サービス等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。

ＰＰＫグループ

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

この法人は、高齢者と児童に対して、健康寿命の推進に関する事業を行い、高齢者と児童の健康維持に係る問
題の改善や解決を図り、体力の向上と健康の増進に寄与することを目的とする。

リハビリテーションビレッ
名古屋市緑区
ヂ

愛知視覚障害者援護促
名古屋市名東区 保健・医療・福祉
進協議会

名古屋市市民活動推進センター

この法人は、眼科におけるリハビリテーションをすすめるとともに視覚障害者援護に携わる者が連絡協調し、
一般市民との連携のもとに、視覚障害者の社会参加を促進することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称
あなたの声

いずみの会

エルロン

介護サービスさくら

キー・オブ・ライフ

クリア

ジャパンケアライフ

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

目的
この法人は、失語症者に対して、コミュニケーション活動を行うため、会話パートナー養成講座をはじめ、会
員の研修会、広報、啓発などに関する事業を行い、失語症者の心と体に係る問題の改善や解決を図り、市民の
認識の向上と障害者に対する意識の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、がんの体験者たちが成功し自負しているところのがんは治るの理念のもとに、がんの患者及び体
験者が主体となって、がんに悩み苦しむ患者やその家族、又はその関係者、並びに一般社会の人たちに対し
て、がん克服に関する勉強と交流の場の提供とその活用を通じて、がんの克服支援とがん撲滅の市民活動を行
い、がんによる死亡者の急減化を図るとともに、世のため人のために貢献することを目的とする。
この法人は、広く一般市民に対して、障害者・高齢者に対する各種支援事業及び障害についての理解の促進・
啓発に関する事業を行い、社会のノーマライゼーションの実現を通じて地域社会の福祉の増進を図り、もって
広く公益に寄与することを目的とする。
この法人は、地域の皆様と共に、「助け合い・学び合い・育ち合う」をモットーに、いつまでも安心して住み
慣れた我が家で暮らし続けられるよう、常に“お互い様”の気持ちを大切に地域に根差した福祉全般の事業を
行う事を目的とする。
この法人は、暮らしの中で補助を必要とされる方々への支援事業及び高齢者や一人暮らしの方々の安否確認を
行う事業により、それらの方々の暮らしに係る問題の改善や解決を図り、もって多くの方々が末長く安心して
暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
この法人は、障害者に対して、共同生活支援に関する事業を行い、障害者の自立に係る問題の改善や解決を図
り、雇用支援に必要な技術の習得と資質の向上と障害者の雇用機会の増進に寄与すると共に、障害者を雇用す
る企業の情報や福祉情報等を広報することにより地域福祉活動の基盤を作ることを目的とする。
この法人は脳梗塞や骨折により入院後、長期の健康機能回復期間を置かずに退院した高齢者に対して、リハビ
リ型デイサービス事業を行い、高齢者の退院後のアフターケア等生活に係る問題の改善や解決を図り、高齢者
の寝たきり防止等健康福祉の増進に努め、また、若者への積極的な呼びかけにより雇用促進に寄与することを
目的とする。
この法人は、子供と高齢者に対して、健康寿命の延長の推進と日常生活の手助けと人権擁護に関する事業を行
い子供と高齢者の健康と人権と日常生活に係る問題の改善や解決を図り、体力の向上と生活支援サービスの充
実と人権擁護の増進に寄与することを目的とする。

セカンドライフサポート

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

たすけあいワーカーズ・
コレクティブ愛・I

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

この法人は、住み慣れた「まち」で、だれもが、安心して、「自分らしく、生き生きと暮らし続ける」ことの
できる地域づくりをめざして、助け合いに関する事業を行い、地域福祉に寄与することを目的とする。

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

この法人は、障害のある方および高齢者とご家族に対し、地域生活支援に関する事業を行い、併せて障害のあ
る方と市民とが共生するまちづくりと地域福祉の増進を図ることにより、社会全体の利益に寄与することを目
的とする。

チャオ

虹望会

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は、主に性自認や性指向に違和を抱え、精神的･社会的に苦しむ人々に対し、社会復帰や安定した地
域生活を送るための事業を行い、自立を促すことにより、係る問題の改善や解決を図り、QOLの向上と心身の
健康増進に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称
日中健康促進協会

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

日本和文化ネットワーク
名古屋市名東区 保健・医療・福祉
協会

歯を育てる会

藤森福祉会

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

プライマリ・ケア教育ネッ
名古屋市名東区 保健・医療・福祉
トワーク

ほっぺ

みすず

む～ぶ・かみさと

メルシー

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

ゆきやなぎ

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

癒菜会

名古屋市名東区 保健・医療・福祉

名古屋市市民活動推進センター

目的

認定期間

この法人は、日本及び外国（主に中国）の医療機関並びに日中両国民に対して医療行為に関する翻訳・通訳
サービスを提供するメディカルツーリズムに関する事業を行い、又、最新医療情報の提供を行い、国民の健康
の促進を図り、もって社会全体の利益に寄与すると共に、日中友好に貢献することを目的とする。
この法人は日本の歴史や伝統文化を基軸とした和装を通じ、身体に障がいのある方や着装文化、礼儀作法を身
に付け活かそうとする方に対して、知識や技術が真に自分のものとなり社会に貢献できるよう育成する事業を
行い、考え方や取り組み方などを多方面にわたり積極的且つ、建設的に検討し、助け合う大切さを広めていく
ことで、国全体で目指してしているバリアフリーな福祉社会を翼成することを目的とする。
この法人は、国民に対して、歯科医療に関する啓発事業等を行い歯科医療の発展を図り社会の福祉と国民の健
康増進に寄与することを目的とする。
この法人は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することに
より、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域全体において営むことができるよう支援するこ
とを目的とする。
この法人は、プライマリ・ケア医を志向する医師、医療機関、地域の住民およびプライマリ・ケアに関心を持
つ民間有志と連携して、広く医療界、患者、地域における住民などに対してプライマリ・ケアの普及を図り、
プライマリ・ケアに関する情報提供、ネットワーク形成、プライマリ・ケアの実践を支援するなどの事業を行
い、社会全体の利益に寄与することを目的とする。
この法人は、障害の有無や年齢･性別などを問わず、誰もがお互いに支え合い、共に地域でいきいきと生活す
る社会の実現のために、日常生活･社会参加等を維持･促進し、地域の交流を推進するのに必要とされる事業を
行い、併せて地域福祉の増進を図ることにより社会全体の利益に寄与することを目的とする。
この法人は、障害のある人たちに対して、専らその創作した芸術作品を出品するための展覧会開催に関する事
業等を行い、これを通じて、心のバリアフリーの実現に寄与し、社会全体の利益の増進に貢献することを目的
とする。
この法人は、精神障害者に対して、相談援助、日常生活及び社会生活上の自立支援に関する事業を行うと共
に、精神障害者が自分らしく豊かに生活できる地域社会の実現を目指して、精神保健福祉の向上と精神障害者
の社会的自立に寄与することを目的とする。
この法人は、精神障害者に対して、就労継続支援事業による就労場所の確保をし、多くの就労希望の障害者を
雇用することにより、障害者個々の社会生活への積極的参加の意欲を促進し、地域の福祉の増進に寄与するこ
とを目的とする。
この法人は、就労及び社会生活が困難な知的障がい者に対して、安心して自立した日常生活及び社会生活の実
現に向けて、作業援助や日常生活支援、さらには、余暇活動に関する事業を行い、障がいがあってもその人ら
しさを発揮できるように支援し、本人を取り巻く環境の問題の改善や解決を図り、社会福祉の増進と知的障が
い者の安心した暮らしを実現しやすいまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
この法人は、食育啓発事業や精進料理研究会の運営を中心に食に対する安全を支援するさまざまな活動を通し
て子供の健全育成、健康増進に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

CAN缶アートG

名古屋市天白区 保健・医療・福祉

E.L.L Creation

名古屋市天白区 保健・医療・福祉

いきいきネットゆりの会

名古屋市天白区 保健・医療・福祉

医薬品適正使用推進機
名古屋市天白区 保健・医療・福祉
構

エスペランサ

名古屋市天白区 保健・医療・福祉

御用利きと出前授業

名古屋市天白区 保健・医療・福祉

生体材料研究所

名古屋市天白区 保健・医療・福祉

地域で暮らす会

名古屋市天白区 保健・医療・福祉

鶴舞骨軟部腫瘍研究会 名古屋市天白区 保健・医療・福祉

名古屋市市民活動推進センター

目的

認定期間

この法人は公共施設、学校、養護施設、子供会、老人会などで、幼児から高齢者、障害者に対し、制作体験教
室や展示会、出張教室を行い、アルミの空き缶を利用したアート作品を制作する事により、物を大切にする心
を育み、創造力の向上、制作意欲の向上を図ること、資源保護、資源再利用など環境問題の改善や美術、芸術
の向上を図ること、障害のリハビリ、心のケアを目的とすること、障害者、高齢者が、アルミ缶アートのため
に開発した道具や額などの製造技術習得、製造等を行う小規模事業所を運営し、障害をもつ人や高齢者の雇用
促進に寄与することなどを目的とする。
この法人は、インクリュージョンの理念に基づき、障害のある方とご家族に対して地域生活支援に関する業務
をおこない、当事者のみならず、企業や行政、地域市民、医療、福祉、教育とあらゆる方面との働きかけを行
い、協働を通し、横の連携を生み出すことにより、ユニバーサルな社会、包括的な社会の実現を目的とする。
この法人は、誰もがその個性と人格を尊重される共生社会を実現するために、また、住み慣れた地域で心豊か
に暮らし、困ったときにも安心して過ごせるまちづくりを進めるために、学びあいたすけあい・育ち合いの理
念で福祉サービス等を提供することによって地域福祉の向上を図ることを目的とする。
われわれ特定非営利活動法人医薬品適正使用推進機構は、医薬品の適正使用について指導育成及び普及する活
動を行い、広く国民の生命、健康の保持増進に大きく貢献する組織を目指す。薬は、使用上の安全性・有効性
のバランスの上で成立しているため、万全の注意を払っても、過去に多くの副作用による健康被害の発生を完
璧に防止できないでいる。こうした背景を克服するため指導・育成及び普及する活動等通し、健康の保持増
進、安全性・有効性を立証する調査・研究を推進し、医薬品適正使用を図り、国民の安心・安全を守る役割を
担うことを柱とする。具体的には、人類の共通の財産である医薬品の供給について貧富・人種等の差別が障害
にならないシステムを構築し、医薬品についての知識教育・使用（取り扱い）、普及技術の支援を含めた国内
外の医薬情報の収集、国際的な医薬品不足地域への国際支援活動及び教育指導活動等を育成する。医薬品適正
使用促進に係わる支援技術及び治験、調査、研究、普及並びに品質管理安全等への啓蒙啓発、提言、調整など
の諸活動に関する事業を行い、安全・安心医薬品適正使用ネットワークシステムの構築と広く社会公益の増進
に寄与することを目的とする。
この法人は、障害者に対して、その自立支援に関する事業を行い、福祉に寄与することを目的とする。
この法人は、障害者や高齢者及び日常生活を営むうえでさまざまな悩みをかかえている人に対して、生活・介
護援助に関する事業を行い、社会復帰への自立や生活改善への支援をすることで広く公益に寄与することを目
的とする。
この法人は、生体材料に対して、研究と一般市民への啓蒙に関する事業を行い、生体材料そのものに係る問題
の改善や解決を図り、一般市民の意識の向上と生体材料の安全性、有用性の増進に寄与することを目的とす
る。
この法人は、介助や看護を必要とする地域で自立生活を送る重度障害者に対して、福祉・医療サービスに関す
る事業を行い、重度障害者でも当たり前に地域で安定して自立生活を送ることができるように地域における基
盤整備をおこない、福祉の向上と医療の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、原発、転移を含め広く骨軟部腫瘍を有する人々に対し、実証に基づく医療の開拓と、知識や医療
技術の普及に関する事業を行い、骨軟部腫瘍を有する人々に係る問題の改善や解決を図り、治療成績の向上と
地域と社会の健康の増進に寄与することを目的とする。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称

任

2018年4月30日現在
所在地

主な活動分野

名古屋市天白区 保健・医療・福祉

目的
この法人は、障がい児者が、社会や地域でその一員として、本当の幸せを追求して暮らすことができるよう、
地域生活支援を『しごと・すまい・あそび』の３つのソフトとして捉えます。そして、その３つのソフトが、
地域にすべて存在し（ちかくにある）、総合的に提案でき（すべてできる）、永続性を持てる（ずっとつなが
る）ことを目指して事業を行います。さらに、障がい児者のご家族や周囲の方の暮らしを支え、また、障がい
児者および同じ町や地域で働いたり住んでいる人たちが、お互いの個性を知って尊重しあえる地域社会を創る
ことを目的とします。

発達・心理相談センター
名古屋市天白区 保健・医療・福祉
ゆうこうの家

この法人は、発達障害をはじめとする障害およびこころの問題をもつ人々に対し、療育・カウンセリングを中
心とした社会生活適応能力を向上するための支援事業を行うことにより、障害をもつ人々のより健やかで豊か
な成長と社会への適応に寄与することを目的とする。

メジャーセブン

この法人は、高齢者に対して、介護に関する活動を行い、日常生活に係る問題の改善や解決を図り、生活の質
の向上と健康な生活の増進に寄与することを目的とする。

りーぱ

名古屋市天白区 保健・医療・福祉

名古屋市天白区 保健・医療・福祉

名古屋市市民活動推進センター

認定期間

この法人は、どんな人でも人生の「主役」になれるよう、障害があってもなくても、何歳になっても、「地域
の中で楽しく働き、安心して暮らしていきたい」という、ひとりひとりの「想い」や「個性（その人らし
さ）」を大切にし、お互いに助けあえる地域社会を、いろいろな人たちと一緒に作っていくことを目的にしま
す。
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