名古屋市所轄法人一覧
法人名称
愛知グリーンサポート

2018年2月28日現在
所在地

主な活動分野

名古屋市千種区 まちづくり

彩生ネットワーク

名古屋市千種区 まちづくり

地域と協同の研究セン
ター

名古屋市千種区 まちづくり

東海ものづくり研究会

名古屋市千種区 まちづくり

なごや空地・空家管理セ
名古屋市千種区 まちづくり
ンター
はなのき

名古屋市千種区 まちづくり

プラスまちづくり

名古屋市千種区 まちづくり

揚輝荘の会

名古屋市千種区 まちづくり

キャットサポートあいち

名古屋市東区

市民・自転車フォーラム

名古屋市東区

生活文化資源交流協議
名古屋市東区
会

ドゥチュウブ

名古屋市東区

名古屋市市民活動推進センター

まちづくり

まちづくり

まちづくり

まちづくり

目的
この法人は、緑地を管理する者に対して、樹木整備・緑地整備に関する事業を行い、緑地の荒廃に係る問題の
改善や解決を図り、市民の生活環境向上と公益の増進に寄与することを目的とする。

認定期間

この法人は、市民、自治体などに対し、町並みや建築物、伝承された知恵や技などの調査、記録、研究などの
活動を行うとともに、再生・活用計画の立案、修理、復元、建物の維持管理の支援、再生・活用のためのネッ
トワーク形成などの活動を行うことにより、伝統の知恵や文化を学びつつ、地域の文化・まちづくりに貢献す
ることを目的とする。
この法人は、非営利、協同の事業に関心をもつ市民、団体を対象として、地域におけるくらし、労働、コミュ
ニティの向上および協同活動の発展を目的とする学習、研修、情報交流および調査研究の実施または実施の支
援を行い、もって地域と協同活動の持続可能な発展に寄与することを目的とする。
この法人は、広く一般市民（外国人を含む）に対して、産業育成支援や事業所ネットワークの構築に関する事
業を行い、産業の振興及び地域の発展に係る問題の改善や解決を図り、地域社会の向上と公益の増進に寄与す
ることを目的とする。
この法人は広く一般市民を対象として、地域住民の協力の下、「チャレンジ名古屋」を組織化し地域に存在す
る空地・空家等に関する情報の収集、提供及び維持管理、利活用に関する事業を行い、誰もが安全安心に暮ら
せる地域に貢献することで、広く公益に寄与することを目的とする。
この法人は、地域住民に対して、環境向上、観光・文化・教養等の振興と高齢者の就業支援活動事業、精神的
介護支援活動、育児支援活動、生活習慣病予防対策活動等健康に関する事業等を行い、地域の発展に寄与する
ことを目的とする。
この法人は、広範な市民参加による市民主体のまちづくりを実現するため、まちづくりに関するあらゆる活動
を実践することにより、地域コミュニティの活性化を図り、人々の暮らしと調和のとれた「まち」を次の世代
に引き継いでいくことを目的とする。
この法人は、「揚輝荘」を市民の生涯学習のためのコミュニティ・情報基地として構築・活用するとともに、
他団体及び行政との交流・協働を推進することによって、文化的・教育的なまちづくりに貢献し、もって市民
社会の実現と市民公益に寄与することを目的とする。
この法人は市民に対して、動物愛護に関する事業を行い、人と猫に関わる問題の改善や解決を図り、住みよい
まちづくりの為に市民全体のモラル向上の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、広く市民に対して、自転車というものを正しく知ること及び自転車の走る道というものを正しく
知ることに関する事業を通じて、自転車を都市の交通手段の一つとしての認識を広め、自転車をうまく取り入
れた、自由で効率よく、かつ環境に優しいまちづくりを推進し、もって、都市の持続可能な社会の創造及び人
間味あふれる社会の実現に寄与することを目的とする。
この法人は広く市民に対して、あまり知られていない旧跡、史跡や祭り、風習などを生活文化資源と位置づ
け、それを探求して広く一般市民に知っていただくためにウオーキングやサイクリング等を通じ、地域活性化
の手段の一つとしてまちづくり推進に関する事業を行い、地域の持続可能な社会の創造及び人間味あふれる社
会の実現に寄与することを目的とする。
この法人は、インターネットを利用した地域メディア活用技術の開発・普及、情報発信レポーターの育成など
を通じて、地域活動の情報化（集約、可視化ほか）、地域交流（人、物が動く）、地域情報の活用の推進、公
共的情報の効果的利用、信頼できる地域メディアの創生などを通じ、地域社会の利益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
なごや歴史まちづくりの
会

2018年2月28日現在
所在地

名古屋市東区

主な活動分野
まちづくり

日本住宅共済制度

名古屋市東区

まちづくり

久屋・エコまちネット

名古屋市東区

まちづくり

ビジュアルコンテンツプロ
名古屋市東区
ダクトネットワーク

まちづくり

ゆめはーと

名古屋市東区

まちづくり

Expo Web TV

名古屋市北区

まちづくり

ＰＩＣＯ

名古屋市北区

まちづくり

新しく矢田川花火を進め
名古屋市北区
る会

まちづくり

橦木倶楽部

名古屋市北区

まちづくり

名古屋城木造復元と世
界遺産への会

名古屋市北区

まちづくり

マンション管理組合ネット
名古屋市北区
ワーク愛知

名古屋市市民活動推進センター

まちづくり

目的
この法人は、歴史的建造物の保存活用と歴史まちづくりに関する調査・研究、補修・改修、管理・運営などに
関する事業を行い、歴史的建造物の減少や歴史的景観の破壊などに係る問題の改善や解決を図り、歴史的建造
物の保存活用の推進と地域の歴史的資源を活かした歴史まちづくりに寄与することを目的とする。

認定期間

この法人は、不同沈下等の地盤沈下事故から一般消費者の土地建物等資産を擁護するために、地盤保証制度の
適正な価格での運用及び普及に関する事業や、地盤に関する正しい情報を広く提供する活動を行い、一般消費
者に対して安心して生活できる住宅を提供することにより、消費者の保護を図る活動及びまちづくりの推進を
図る活動に寄与することを目的とする。
この法人は、久屋地域を自然環境豊かで快適な、そしてにぎわいのある都市空間を実現するためのまちづくり
を行う。そのためには、緑地空間と水辺空間の再生と創造、都市交通体系の再構築を行政、市民と協働して行
い、もって社会に貢献することを目的とする。
この法人は、全国に対して、映像の制作及びブロードバンドによる愛知県を中心とした歴史、文化、芸術に係
る地域情報の発信に関する事業を行い、地域社会の紹介に寄与することを目的とする。
この法人は、適切な社会資源との繋がりがないことや、社会資源そのものが不在であることなどから、生活上
の困難さを抱えている介護や福祉的支援を必要とする人々やその家族介護者に対して、通信･流通･不動産･葬
祭儀礼･遊興娯楽･法的支援など、包摂的に様々な業種･業界の多様な商品やサービスとを適切に繋げ、新たな
社会的資源を創り、継続的に支援することで、日々の生活しづらさを改善し、延いては介護や福祉的支援を必
要とする人々やその家族介護者を含めた地域住民全体の公益に貢献することを目的とする。

この法人は、2005年日本国際博覧会（以下、愛･地球博）の理念継承を目指す幅広い市民に対して、愛・地球
博の理念継承事業に関する情報を提供し支援すると伴に、市民が自由に参加できるインターネット放送事業を
行うことで、愛・地球博の理念の実現に寄与することを目的とする。
この法人は、地域・市町民・行政に対して、地域情報化社会の推進に関する講習会等の事業を行い、情報化の
構築に寄与することを目的とする。
この法人は、もう一度矢田川花火を見たいと願う人に対して、新しい矢田川花火の実現に関する事業を行い、
新しい矢田川花火の実現を願いながら、活動方法が分からなかった人々に係る問題の改善や解決を図り、目的
達成意識の向上と新しい矢田川花火を実現する事により、観客へ感動を与え、心に「ゆとり」を持つ事や、地
域社会での交流を深めることにより、地域活性の増進、また定期的に清掃を徹底する事により矢田川周辺の環
境保全にも寄与することを目的とする。
この法人は、「旧井元邸」の保全・管理を行うとともに、それを市民のさまざまな活動、また生涯学習などの
場として活用することによって、文化的なまちづくりと健全な市民社会の形成に寄与し、もって市民の公益に
寄与することを目的とする。
この法人は、広く一般市民を対象として、名古屋城の木造復元及び世界遺産登録に向けての事業を行い、もっ
て地域のまちづくり、名古屋市の観光振興に寄与することを目的とする。
この法人は、マンション管理組合・マンション区分所有者に対してマンション管理組合の運営及び建物施設の
維持保全建替え等の支援に関する事業等を行い、まちづくりに係る問題の改善や解決を図り、マンション維持
管理の向上と住民の住環境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
ゴンドラと堀川水辺を守
る会

2018年2月28日現在
所在地

名古屋市西区

主な活動分野
まちづくり

地域健康ライフ研究所

名古屋市西区

あすなろ会

名古屋市中村区 まちづくり

家庭動物サポート研究
会

まちづくり

名古屋市中村区 まちづくり

目的
この法人は、名古屋の中心を流れる堀川に水の都のシンボルであるゴンドラを浮かべて市民に堀川を親水体験
できる機会を提供し、また、様々な形で堀川への活動を展開する市民団体・研究機関・企業・行政の情報を連
絡・調整し、緩やかな連携を図ることにより、堀川再生の実現を促進することを目的とする。
この法人は、いかなる特定の立場にも属さず、いかなる利権にも関わることなく、市民主体のまちづくりを推
進するため、市民参加と公開の原則に基づき、まちづくりに関する企画・調査及び助言を行い、地域社会の活
性化に寄与することにより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、地域住民に対して、商店街の振興及び青少年の健全な育成に関する相談事業、地域振興活動に関
する事業を行い、うるおいのある街づくりを目指すとともに、地域の発展に寄与することを目的とする。
この法人は、人と動物が快適に共存するための環境整備をテーマに諸問題に取り組むべく、共存型の住環境研
究、飼主のモラルや動物のしつけの教育活動、また住民参加型の動物ケア支援グループを行いもって社会問題
の解決に寄与することを目的とする。

多文化共生リソースセン
名古屋市中村区 まちづくり
ター東海

この法人は、日本に居住する外国人及び日本人に対して、多文化共生社会の実現に向けた活動の促進に関する
事業を行い、在住外国人と日本人、また在住外国人同士、日本人同士の連携・協働・共生に係る問題の改善や
解決を図ることで、多文化共生社会の実現に寄与することを目的とする。

stact

この法人は、名古屋市民に対して、公園を再生・活用するとともに、今後の公園の活用方法の企画や運営・管
理に関する事業を行い、地域の活性化やスポーツ・リクリエーションの振興に寄与することを目的とする。

名古屋市中区

愛・地球博ボランティアセ
名古屋市中区
ンター

まちづくり

まちづくり

エコ農園

名古屋市中区

まちづくり

商店街まちづくりセン
ター

名古屋市中区

まちづくり

中部定期借地借家権推
名古屋市中区
進機構

中部マンション管理組合
名古屋市中区
協議会

名古屋市市民活動推進センター

まちづくり

まちづくり

認定期間

この法人は、愛・地球博及び愛・地球博ボランティアセンターの理念を継承し、分野や地域を越えた市民に対
してボランティアの輪を広げ、ボランティアの楽しさ、意義を体験できる事業を行い、ボランティアによる新
しい市民社会の実現に寄与することを目的とする。
この法人は、一般市民に対して、一般家庭から出る生ゴミや肥料となりえる産業廃棄物を堆肥化し、その堆肥
で有機栽培を提供する有機循環型の環境農園に関する事業及びその堆肥を用いた緑化事業を行い、環境や地域
社会に関わる問題の改善や解決を図り、地域交流の向上とまちづくり及び環境の保全を図る活動の活性化に寄
与することを目的とする。
この法人は、商店街に対して、商店街の活性化およびまちづくりに関する事業を行い、少子高齢化社会におけ
る「歩いて暮らせるまち」「活気と賑わいのあるまち」に係る問題の改善や解決を図り、まちの賑わいと地域
コミュニティの増進に寄与することを目的とする。
この法人は、広く国民・地主・家主・建物ユーザー、建設等の施工を行うディベロッパー・ハウスメーカー等
の民間事業者、各関係官庁、金融機関等に対して、定期借地権及び定期借家権の普及に関する事業を行い、美
しいまちづくりの推進と良質な住宅等の普及促進に寄与することを目的とする。
本会は、広く中部地方に所在する分譲マンションの管理組合、団体、居住者をはじめとする市民に対して、マ
ンションの適正かつ合理的な管理運営、及び建物、施設の維持管理などのための、助言、相談、支援、並びに
資料収集、資料提供、情報交換に関する事業を行い、マンションを中心とする健全なコミュニティの形成と住
環境の維持保全を図り、もって地域のまちづくりの推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

久屋大通発展会

2018年2月28日現在
所在地

名古屋市中区

フェアトレード名古屋ネッ
名古屋市中区
トワーク

プロジェクト名古屋

まちの縁側育くみ隊

名古屋市中区

名古屋市中区

マンション管理支援セン
名古屋市中区
ター

主な活動分野

まちづくり

まちづくり

まちづくり

まちづくり

まちづくり

マンション管理者管理方
名古屋市中区
式推進機構

まちづくり

宗春ロマン隊

まちづくり

良縁を支える会

名古屋市中区

名古屋市中区

名古屋市市民活動推進センター

まちづくり

目的
この法人は、名古屋の中央部に位置する久屋大通公園を中心にしたエリアにおいて、地域に集積する歴史文化
や産業技術を核として「元気な日本の文化・観光」に関する情報発信を行うことにより、東海地域のみならず
国内外の新たな交流拠点として活力あるトレンドを創出していくことを目的とする。
また、当該エリアの美観の維持・向上をめざし、交流拠点としてまた観光資源としての位置づけをより明確に
し、魅力あるまちづくりを推進するとともに、地域に存在する芸術文化の萌芽を育てることで「あたらしい芸
術文化」の創造・発展に寄与することを目的とする。

認定期間

この法人は、名古屋を中心とする名古屋大都市圏の幅広い人々に対してフェアトレードを普及促進するための
事業を行い、名古屋市の「国際フェアトレードタウン認定」を将来にわたって維持する取り組みを行うこと
で、身近な「買い物」を通して経済的な格差や貧困問題の解決に貢献し、環境の保全に広い関心をもち、すべ
ての人が夢、希望、尊厳をもって生きられる、市民が誇りに思える、魅力と活力にあふれる社会の実現に寄与
することを目的とする。
この法人は、「見るべきところがないと思っている」市民の観光意識を高め、このまちの魅力再発見を促すと
ともに、多くの市民に「もてなし」のマナーを浸透させ、これを国内外にアピールしていく。
２ ＩＣＴ技術を活用してネットで観光客・市民の意見を集約し、データをもとに関係機関に働きかけ、観光
スポット等の改革・改善、観光案内システムの変更、さらにインフラ整備、交通手段・交通網の再整備、未来
都市のあり方までを提言していく。
３ 人的交流の活発化や定住人口増は都市の活力の源泉であり、地域の魅力再発見・創出により名古屋圏のブ
ランド力を高め、国内外からの人口流入・人的交流活発化を促す。このために、私たちの活動を観光客誘致、
国際会議・国際イベント・国際スポーツ競技などの招致につなげてこれを実現し、持続可能なまちづくり並び
に地域の経済的発展に貢献していく。
この法人は、福祉の増進、社会教育、まちづくり、文化、芸術、環境保全、子どもの健全育成を図る活動の多
機能が混ざり合う、ソフトとハードが相互浸透する場所としての、まちの縁側を立ち上げ、まちとくらしを支
援する多様な事業を、人々の善意とボランタリー精神をもって行い、市民、行政、企業、が参画しそれぞれの
責任を果たす市民社会の実現と市民公益に寄与することを目的とする。
この法人は、分譲マンションの居住者、所有者及びその団体を対象に助言、支援・協力を行うとともに、マン
ション管理の適正化を推進するために必要な次世代人材を育成し、もって社会教育、健全なまちづくり等の公
益の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、分譲マンションの所有者、居住者、団体、管理組合に対して、マンションの適正な管理運営の実
施並びに管理運営に関する相談、支援、調査、研究、提言等を行い、健全なコミュニティーの形成と住環境の
維持保全に係る問題の改善や解決を図り、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、一般市民に対して、徳川宗春公の歴史・功績についての啓蒙活動に関する事業を行い、尾張愛知
の経済・観光の向上と地元愛の増進に寄与することを目的とする。
この法人は、成人した独身、再婚希望者に対して、結婚相談支援に関する事業及び少子高齢化、晩婚化問題等
の改善に関する事業並びに過疎化地域の活性化に関する事業を行い、過疎化地域の発展、結婚者数の増加や晩
婚化の改善を図り、少子高齢化問題及び過疎化問題の解決に向けて、婚姻機会の創出及び婚姻への支援を行
い、少子高齢化対策並びに地域経済の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

2018年2月28日現在
所在地

主な活動分野

ジオテクチャーフォーラム 名古屋市昭和区 まちづくり

建設技術サポートセン
ター

堀川まちネット

名古屋市瑞穂区 まちづくり

名古屋市熱田区 まちづくり

あいちヘリテージ協議会 名古屋市中川区 まちづくり

JamboREe

名古屋市港区

まちづくり

あい名古屋

名古屋市南区

まちづくり

アジア産業文化研究所

名古屋市南区

まちづくり

名古屋城を愛する会

名古屋市南区

まちづくり

アネロ

名古屋市守山区 まちづくり

名古屋市市民活動推進センター

目的
この法人は、科学技術の進歩が目覚しく、益々専門化し、市民の理解が及ばないまま、市民活動に広く、深
く、密接に影響を及ぼしているなかで、こうした高度な科学技術社会において、市民生活が豊かで、安全で、
健康なものにするためには市民が科学技術になじみ、理解を深め、自らまちづくりに参画することが欠かせな
いことから、一般市民に対して市民生活に密接に関わる各種事業や科学技術の情報を発進し、幅広い知識と情
報の理解を促し、市民自らの豊かで、安全で、健康なまちづくりを支援することを目的とする。

認定期間

この法人は、豊富な知識と経験を有する会員相互の協力により、公共工事等に関する行政、企業及びそれぞれ
の技術者等に対して、諸課題への助言及び支援・協力を行うとともに、建設技術の幅広い分野で教育普及・調
査研究活動を行うことにより、建設技術の水準の向上、施設の品質の確保、人材の育成を促進し、わが国の国
民生活や経済成長を支える良質な社会資本の整備に資し、もって広く国民が安全で安心して暮らすことができ
る社会の実現に寄与するものである。
この法人は、歴史、伝承文化をふまえた祭りとまちづくりの推進をはかるため、祭り・イベント、地域情報
誌、河川清掃や調査、まちづくり体験プログラム等の活動を通して、まちづくり並びに環境保全への理解を助
け、広く市民や各分野の専門家及び海外との交流を深めるとともに、まちづくり及び青少年の育成、さらに河
川環境と人間とのあるべき姿を実現することを目的とする。
（１）歴史的建造物の保存と活用を促進する
（２）伝統的木造建築文化と建築技能の継承と発展を図る
（３）資源と共存する持続可能な社会の実現を目指す
この法人は、空き店舗数の増加、高齢化などの問題を抱える商店街に対して、再活性化に関する事業を行い、
商店街に係る諸問題の改善や解決を図り、商店街のみならず周辺地域の活力の向上と活気溢れる街づくりの推
進に寄与することを目的とする。
この法人は、名古屋市及びその周辺地域のすべての住民に対して、誇りと愛着のもてるまちづくり等に関する
事業を行い、幅広く社会に寄与することを目的とする。
この法人は、アート（建築・デザイン・演劇を含む）を通して、芸術・文化・観光および環境に係る問題の改
善や解決を図り、豊かで文化的な「循環型未来社会」に向けての意識の向上とその実現をめざすことを目的と
する。
この法人は、名古屋城を愛し名古屋市の誇りとしての名古屋城により一層親しみを持ってもらうため名古屋城
及び名古屋城関連事物の紹介、名古屋城の情報発信等を行い、併せて名古屋の文化発信の向上と観光及び産業
の発展に寄与することを目的とする。
この法人は、学生から社会人までの地域住民に対し、音楽や芸術、スポーツ、アウトドア、ボランティア活動
を通じて地域にコミュニケーションの場を提供します。
学校や職場などの社会生活で自分の居場所が持てない方にコミュニケーションの場を提供する事はもちろん、
社会問題となっている少子化や未婚率の上昇への対策にも繋がるような地域に根ざしたコミュニケーションの
場を提供する事業を行います。
また、夢の発掘や夢の実現の出来る環境と指導者の育成、支援する事業を行います。
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名古屋市所轄法人一覧
法人名称
ひと・まち再生net

2018年2月28日現在
所在地

主な活動分野

名古屋市守山区 まちづくり

ひとにやさしいまちづくり
名古屋市守山区 まちづくり
ネットワーク・東海

ヒューマンウェア・ネット
ワーク推進機構

名古屋市守山区 まちづくり

桶狭間花と緑の会

名古屋市緑区

まちづくり

桶狭間まちづくりと桶狭
間古戦場を保存する会

名古屋市緑区

まちづくり

まちづくり支援協会リン
グ

Leeloo

名古屋市緑区

まちづくり

名古屋市天白区 まちづくり

地域ネットワークほほえ
名古屋市天白区 まちづくり
み

チーム・やろまい

名古屋市天白区 まちづくり

マンションサポートあいち 名古屋市天白区 まちづくり

名古屋市市民活動推進センター

目的
この法人は、長期にわたって循環利用ができる建物の普及・拡大を目指して、多様な知恵と技術をもった人々
が集まり、子供からお年寄りまで、すべての人々が自然に解け合って生活できる地域創造のため、積極的かつ
専門的な支援活動を行い、地域活性化、循環型社会の実現、まちづくりの推進に寄与することを目的とする。

認定期間

この法人は、市民活動の豊かで健全な発展と地域住民をはじめ広汎な市民各層の参加による市民主体のひとに
やさしいまちづくりを推進するため、市民及び特定非営利活動促進法（以下、「法」という。）第２条別表各
号に掲げる活動を行う団体等に対し、まちづくりに関する調査研究や政策提言、相談や助言、研修、知識の普
及や情報提供、交流促進などの事業を人々の善意とボランタリー精神をもって行い、市民、行政、企業が参画
しそれぞれの責任を果たす市民社会の実現と市民公益に寄与することを目的とする。
この法人は、ヒューマンウェア・ネットワークに関して、保健・医療・福祉、社会教育、環境保全、まちづく
り、科学技術及び学術の推進、国際協力に関する各種の事業をグローバルな交流・連携を軸に広く市民を対象
として行い、豊かで充実した社会の実現に寄与することを目的とする。
この法人は、桶狭間地域民を対象に、公園・街路樹植栽マス・花壇等に、花苗植栽活動を展開する。町に「花
いっぱいの花街道をつくろう」を目標に、花苗植栽活動事業を行うことにより、優しさと思いやりあふれるま
ちづくりに寄与することを目的とする。
この法人は、桶狭間の戦いに関する史跡、伝承の保存、整備、啓発を促進し、まちづくりの推進と観光の振興
を図ることを目的とする。
この法人は、いかなる特定の立場にも属さず、いかなる利権にも関わることなく、市民主体のまちづくりを推
進するため、市民参加と公開の原則に基づき、まちづくりに関する企画・調査及び助言を行い、地域社会の活
性化に寄与することにより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、市民に対して、動物愛護の精神に基づき、飼い主のいない猫を保護し、去勢・不妊手術を施した
うえ新たな里親を探す活動を中心に、地域社会における人と猫の共生を図るための環境整備及び適正な終生飼
育の普及に関する各種事業を行い、動物と共生できるまちづくりの推進及び環境の保全を図り、以て公益の増
進に寄与することを目的とする。
この法人は、障がいの有無や年齢にかかわらず、誰もが豊かで自立的な生活を送るための支援を行うものとす
る。地域に住む高齢者やその家族に対し、気軽に相談できる場を提供することで、安心して暮らせる地域づく
りに寄与する。また、フォーマルサービスである介護保険事業とともに、介護保険や福祉サービスではカバー
できないサービス（インフォーマルサービス等）を整備することで、地域ネットワークの再構築をめざす。さ
らに、子どもを含めた多世代が豊かに触れあう場を作ることで、地域の活性化をめざす。
この法人は、地域住民に対して、講演、講座に関する事業を行い、暮らしに係る問題の改善や解決を図り地域
住民ひとりひとりの生活の意識向上と地域活性に寄与することを目的とする。
この法人は、マンションの管理組合又は管理者及び組合員等（以下、「管理組合等」という。）若しくは所有
者に対して、法律若しくは技術的基準に基づいた適正な管理運営を行うための助言・指導・援助等に関する事
業を行うことにより、社会資本であるマンションの適正な維持管理を通じて、良好な住環境を確保するととも
に、管理組合等若しくは所有者の望ましい管理運営の推進に寄与することを目的とする。
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